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　「明治維新胎動の地」として、平成 29 年度から 31 年度の 3 カ年
を「萩・明治維新 150 年祭」と銘打ち、記念事業を展開しています。

○明治改元の日となる 150 年前の 10 月 23 日に合
わせて開催。詳細は広報 10 月号に掲載。
○平成 24 年 10 月にノーベル生理学・医学賞を受
賞された京都大学 iPS 細胞研究所所長 山中伸

し ん や
弥教授

による特別記念講演を開催。

　松下村塾がある松陰神社の立志殿において、６月と
11 月の２回開催。都市部の若手ビジネスマンと萩のビ
ジネスマンらが、ともに学び、議論し、志やリーダーシッ
プにについて学ぶ。広報 10 月号に募集記事を掲載。

　萩市は、豊かな自然環境に恵まれており、すばら
しい食材を数多く有している。こうした食の資源を
十分に活かし、新たな萩の魅力を多くの方々に知っ
て頂くために開催。詳細は広報 10 月号に掲載。

記念式典・特別記念講演

リーダーシップセミナー in 萩

食の祭典
とき：10月23日㊋　ところ：萩市民館

とき：11月17日㊏、18日㊐　ところ：松陰神社立志殿

とき：10月20日㊏～11月11日㊐

　2000 年のシドニーオリンピックで金メダルを獲得
し、国民栄誉賞を受賞された、高橋尚子さんをゲストラ
ンナーとしてお招きし、12 月 15 日にはトークショー
を開催。広報７月号に掲載。

萩城下町マラソン
とき：12月16日㊐

〜新しい萩と時代を切り拓こう〜
主要イベント

明治維新150周年 10月23日
まで あと１カ月！企画政策課　☎ 25-3342

　８月４日から６日にかけて、明治維新１５０年記念事業、また、白
河戊辰１５０年記念事業として、福島県白河市の小学生 16 人を萩市
に迎えました。萩市の小学生とさまざまな体験活動を通じて、それぞ
れの市の自然・文化・歴史等を学びながら交流事業を開催し、友情を
育みました。
　１日目は、福栄小中学校で白河市の小学生と福栄小・むつみ小の小
学生が顔合わせを行い、特別展「深海魚大行進」を開催中の萩博物館
を見学しました。
　２日目は、世界遺産・松下村塾、萩・明倫学舎の見学や、萩焼づく
りを体験しました。
　夕方には、白河踊り交流会がむつみ総合事務所で開催され、中原正
男氏（白河踊り研究家）による講話、白河踊りが伝承されているむつ
み地域と佐々並地区の皆さんと白河踊りを踊りました。
　最終日は大変暑い中でしたが、菊ヶ浜で海水浴やスイカ割りなどの
イベントを楽しんでいました。
　両市は、萩市に「白河踊り」が伝承され歴史的に深い関係にあるこ
とから、文化的交流が行われています。７月 14 日には、白河市で開
催された白河戊辰１５０周年記念事業合同慰霊祭に、萩市から市長、
議長をはじめ約 50 人が参加しました。今後とも白河踊りがつなぐご
縁を大切にし、10 年前から築いてきた両市の関係性を大事にしなが
ら、交流を深めていきます。

子どもの心ふるさと交流事業
を開催しました！

萩～白河

白河踊りがつなぐご縁を大切に

白河市の小学生と福栄小・むつみ小の
小学生が萩博物館を見学

白河踊り交流会
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明治維新 150 年記念事業　「萩〜白河 子どもの心ふ
るさと交流事業」の開催、主要イベントの紹介
イージス・アショアへの対応　
萩ものしり博士検定の募集
日本ジオパーク認定に向けた現地審査の実施

「日本版 DMO」に萩市観光協会が登録
地域おこし協力隊「卒業後の活動は？」
学校紹介「萩商工高等学校」
情報案内板
慶弔だより
おでかけ情報

表紙
萩・明治維新１５０年祭

「萩市民号報告」山尾庸三が造船を
学んだ地・グラスゴーを訪ねて

目次「萩まちづくり
セッション」の開催 

　萩市では、市民の皆さんの声をしっかりと聴き、市民の皆
さんの目線で物事を考え、市民の皆さんのために何ができる
かを考える「市民ファースト」の姿勢で施策を進めています。
　６月下旬から「萩まちづくりセッション」を小学校区ご
とに各地域で開催しています。
　市長から市民の皆さんに主要な施策等について説明を行
い、市政について理解を深めていただくとともに、市民の
皆さんからのご意見などを直接お聴きし、広く市政に反映
させていきますので、ぜひご参加ください。
■開催時間　19:00 〜 21:00

広報課　☎25-3178

小学校区 期　日 会　場
明木 10月 5日㊎ 旭マルチメディアセンター

旧福川 10月 9日㊋ 福栄保健センター
むつみ 10月12日㊎ むつみ農村環境改善センター
旧紫福 10月18日㊍ 福栄農業担い手育成センター
佐々並 10月24日㊌ 旭活性化センター
育英 10月26日㊎ 須佐文化センター
多磨 11月 2日㊎ 田万川コミュニティセンター
小川 11月 6日㊋ 小川交流センター
弥富 11月 9日㊎ 弥富交流促進センター
川上 11月12日㊊ 川上公民館

10月分
11月分

■市長コラム　№ 14市民ファースト

　７月 22 日〜 28 日まで、総勢 15 人の「萩市民号」は、長州
ファイブの一人、「日本の工学の父・山尾庸

よ う ぞ う
三」が造船業を学

んだ地、グラスゴーを中心にスコットランドを訪問しました。
　グラスゴーでは、造船の歴史に関する資料などが展示されて
いる「フェアフィールド・ガヴァン・ヘリテージ・センター」や、
英国で４番目に古い大学であるグラスゴー大学を訪問し、山尾
庸三などについて話を伺いました。
　今回の萩市民号では、偉大な先人である山尾庸三の足跡を辿
り、偉業に触れ、学ぶことができました。

　近年、全国各地でゲリラ豪雨といわれる、局地的な短時
間集中豪雨が頻発し、河川氾濫による浸水災害、崖崩れな
どによる土砂災害の発生が増加している。今年も 7 月初
めに西日本を中心とする豪雨災害が発生し、220 名を超
える尊い命が失われるなど、甚大な被害が発生した。亡く
なられた方々に謹んで哀悼の意を表すと共に、被災された
皆様に心からお見舞い申し上げる。
　また、一刻も早い被災地の復旧・復興を切に願い、被災
された皆様の日常生活の再建を心からお祈り申し上げる。

　この度の西日本豪雨災害は、７月の月間降水量平年値の
２〜４倍となる大雨を降らせ、各地に大きな災害を発生さ
せた。倉敷市真備町では、このときの豪雨で４分の１が冠
水したが、想定される浸水区域や避難場所をまとめた「洪
水・土砂災害ハザードマップ」を 2016 年に作製しており、
予測された浸水区域は今回実際に浸水した区域とほぼ同じ
であった。そして、その後のアンケートでは、同市民のほ
ぼ半数の人が、「ハザードマップの存在を知らない」との
回答であったとされる。

　災害対応の基本となるのが避難だが、避難を呼びかけら
れても、「前回も大丈夫だったので今回も大丈夫」や「自
分は避難をしなくても大丈夫」など、多くの人は「正常化

の偏見」に囚われ、危険を過小評価する心理が働くとされ
る。その心理が不幸な結果をもたらすことにもなると思う。

　今回の教訓として、災害時に行政側が遅滞なく住民に情
報を届けられるか、また住民も避難所に適切なタイミング
で避難するかが被害を最小限に止めることになると思う。

「避難したが、結局何もなかったではないか」と考えるの
ではなく、空振りを恐れずに「避難したが何もなく良かっ
た」という気持ちで、有事の際は率先して避難することが
大切である。

　自然災害はいつどこで起こっても不思議ではない。萩市
においても、平成 25 年７月 28 日、萩市東部集中豪雨災
害を経験し、記録的な豪雨により死者２名、行方不明者１
名、800 棟以上の家屋被害となるなど未曾有の被害をも
たらした。今年はこれから台風シーズンに突入することか
ら、市民の皆様には災害の教訓を活かして欲しい。

　萩市としても今後、地域住民や各関係機関と一体となっ
た防災訓練を、各地で実施することで、萩市民一人ひとり
が防災意識を高め、災害対応力の強化を図り、災害に強い
まちづくりを推進していきたい。
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イージス・アショアへの対応

※説明会で配布した資料、防衛省に対する要望書、防衛省からの回答書など関連
資料を萩市ホームページに掲載しています。

〔萩市ホームページ（総務課）　http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/2/〕

　弾道ミサイルに対処するための防衛システムで、海上のイージス
艦に備えているものを陸上に配備するものです。大気圏外まで高く
打ち上げて、落ちてくる弾道ミサイルを大気圏外で迎撃します。
　国では全国に２箇所の配備を計画しており、萩市（むつみ演習場）
と秋田市が候補地となっています。

◎イージス・アショアとは

　萩市では、市民の皆さんの不安を解消できるよう、国に対して住
民の立場に寄り添った対応を要望し続けています。電磁波の影響を
はじめ、十分に納得できる徹底した説明を求めています。

◎萩市としての対応

◎これまでの経緯
６月１日㊎ 大野防衛大臣政務官から山口県、萩市、阿武町に対しイ

ージス・アショアについて説明が行われる。

６月８日㊎ 「イージス・アショアの配備に係る適地調査の実施について（照
会）」を山口県知事・萩市長・阿武町長が連名で防衛省に提出。

６月15日㊎ 防衛省から６月８日付の照会に対して回答がなされる。

６月18日㊊ ・防衛省から萩市議会に対して説明が行われる。
・むつみ地域で住民説明会を開催（参加者 230 人）。

６月19日㊋ 萩地域で住民説明会を開催（参加者 220 人）。

７月18日㊌ 「イージス・アショアの配備に係る適地調査の実施について
（再照会）」を山口県知事・萩市長が連名で防衛省に提出する。

７月20日㊎ 防衛省から萩市議会に対して２回目の説明が行われる。

７月21日㊏ ・萩地域で２回目の住民説明会を開催（参加者 150 人）。
・むつみ地域で２回目の住民説明会を開催（参加者120人）。

７月23日㊊ 萩市長が防衛省に対しイージス・アショアの配備に係る適
地調査の開札日の延期を求める要請書を提出。

７月25日㊌ 防衛省がイージス・アショアに関する適地調査の開札日の
延期を決定。

８月２日㊍ 萩市長および萩市議会議長が大野防衛大臣政務官にむつみ
地域の住民のみを対象とした説明会の開催等を要請。

８月26日㊐ 萩地域で３回目の住民説明会を開催。
８月27日㊊ むつみ地域で３回目の住民説明会を開催。
８月28日㊋ 防衛省から萩市議会に対して３回目の説明が行われる。

（国等とのやりとり）

◎２回の住民説明会が行われましたが、市民の不安が解消され、十分に理解が進んだ
とはいえないことから、小野寺防衛大臣に対し、イージス・アショアの配備に係る適
地調査の開札日の延期を要請しました。これを受け、開札日は、８月２日から９月
12 日に延期されています。（７月 23 日）
◎第２回住民説明会において、むつみ地域住民のみを対象とした説明会を開催して欲
しい旨の意見がありました。これについて、防衛省に対して、現地での説明会および
むつみ地域住民のみを対象とした説明会の開催について要請しました。（８月２日）

◎防衛省に対する要請

大野政務官（左）に要請する藤道市長（８月２日）

イージス配備案のイメージ図（出典：防衛省資料）

市議会への説明（６月18日）

イージス・アショア　▽
秋田市

△イージス・アショア
萩市（むつみ演習場）
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※萩市防災メールの申込みを希望される方は、登録希望の電子メールアドレスから件名・本文なしの電子メール
を hagi@xpressmail.jp に送信してください。
※説明会の開催日は、防衛省と日程を調整し、決定することとなるため、周知期間が短くなる場合があります。
できる限り多くの方々に情報をお届けできるよう、地域やご近所における情報の共有にご協力をお願いします。

◎これまでの主な質問と防衛省の回答
なぜイージス艦ではなく、イージス・アショアが必要なのですか。質　問
　北朝鮮の急速な弾道ミサイル能力の向上に、24 時間 365 日対
応するためです。イージス艦は、整備、補給、訓練、他のミッショ
ンとの関係で 24 時間 365 日対応することが困難です。

回　答

イージス・アショアが標的にされることはないですか。質　問
　イージス・アショアは、大気圏外で弾道ミサイルを迎撃す
る防御的なシステムであり、他国を攻撃する能力はありませ
ん。周辺諸国に脅威を与えるものではないので、標的となる
ことはありません。
　また、テロや直接攻撃に対応できるよう、航空自衛隊の
ＰＡＣ - ３部隊との連携などにより、重層的な防護態勢をと
ることで、地元の安全を確保します。

回　答

弾道ミサイルを打ち落とした際、破片等が降り注いで来ないですか。質　問
弾道ミサイルの迎撃は大気圏外で行われます。破片は大気圏内に突入する際に燃え尽き、地上に落下しません。回　答

イージス・アショアのレーダーの電磁波が住民の健康や畜産業に影響を与えないですか。質　問
　レーダーは、電波法等の国内法令や電波防護指針を遵守し、これまでも人体に影響を与えないよう運用していま
す。この指針は、世界保健機構（WHO）が支持するガイドラインと合致した十分な安全率が適用された指針であ
り、この基準値を満たす限り安全上の問題はないとされています。

回　答

説明会を開催するに当たっては、次の方法により、周知してまいります。
◎説明会開催日等の周知方法について

萩市防災メール、ホームページ、ケーブルテレビ、防災行政無線（萩地域
を除く）、広報車による街宣など主な周知方法

総務課　☎25-3439
　防災危機管理課（防災メールについて）　☎25-3681

むつみ地域の住民説明会（６月18日）

なぜ、むつみ演習場が候補地とされたのですか。質　問
回　答 　全国の自衛隊施設を調べた結果、次の４点の条件を満たすことが

できる場所が、萩市むつみ演習場と秋田市新屋演習場でした。①日
本全域を防護するために、北と西に２基をバランス良く配備できる日本海側にある場所、②弾道ミサイルの探知に
支障が出ないよう、なるべく山など遮蔽がない場所、③レーダーと発射台を適切に設置できるよう、なるべく広く
て平坦な敷地を確保できる場所、④レーダー等の運用のために、電気・水道等の安定的な供給が見込める場所

萩地域の住民説明会（7月21日）

東台は気象庁から火山として指定されているが、危険ではないですか。質　問
阿武火山群について、現時点で噴火の前兆はなく、危険はないと考えています。回　答

適地調査で行うボーリングは、水源に影響があるのではないですか。質　問
　適地調査に当たっては、水源の場所等を考慮して、金属製の管（ケーシング）で孔壁を保護するなど、環境によ
り配慮した方法をとり、適切に対応してまいります。

回　答
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修　士 博　士
受検資格 萩を愛する方ならどなたでも

試験時間 45 分 90 分

出題形式
◦テキスト（改訂版）
　偶数番号（385 問）
　から100 問　
◦択一式

◦テキスト（改訂版）
　から100 問
◦記述式・択一式

受 検 料 1,000 円（税込） 2,000 円（税込）
合格基準 80 問以上の正解

合格発表

12月２日㊐
14:00 〜17:00
萩博物館（隅矢倉）
※通知は12 月４日
以降。

12月４日㊋
9:00 〜17:00 
萩博物館（隅矢倉）
※通知は12 月５日
以降。

ホームページも同時発表

公式
テキスト

萩ものしり博士検定
（平成21年改訂版）
▷1,500 円（税込）
※修士・博士とも同じ
問題集より出題。
萩博物館、
明屋書店萩店
萩・明倫学舎
ほかで販売

楽しく学びながら、萩のことをより広く・深く知ろう！
○萩まちじゅう博物館ホームページ（http://machihaku.city.hagi.lg.jp/monoshiri.htm）

２12
　萩ものしり博士検定は、これまでに修士 975 人、博士 148 人が誕生し
ています。市では、新たな検定を検討しており、萩ものしり博士検定は今回

（14 回目）で最後となります。最後を記念して、どなたでも、博士課程を
受検できます。皆さんの挑戦をお待ちしています。
■とき　12 月 2 日㊐　10:30 〜 11:15（博士課程は正午まで）
■ところ　萩セミナーハウス（修士）、萩博物館（博士）
○受検者特典　①萩博物館と萩・明倫学舎が入館無料（検定日の前日と当日
のみ）、②受検者限定の「萩の魅力再発見ツアー」に参加できます（検定日当
日13:30〜、所要時間約120分、1人1,000円、検定申込時に要参加申込）。
○合格者特典　①認定証を授与、認定バッジを進呈、②修士・博士合格者の
集い「萩ものしり修士・博士の会」にご案内、③博士合格者は、「まちかど
解説員」に任命され、萩博物館に生涯無料で入館できます。
※「子どもものしり博士検定」は、ふるさと学習の一環として市内各小学校
で実施されます。
■申込方法　11 月 13 日㊋までに、まちじゅう博物館推進課などに備え付
けの申込用紙（ホームページからもダウンロード可）を郵送、ＦＡＸ、また
は萩ものしり博士検定ホームページ専用フォームから申し込み
■主催・申し込み　〒 758-8555 萩市江向 510 番地　萩市まちじゅう博
物館推進課内　萩ものしり博士検定実行委員会事務局　FAX26-0716

まちじゅう博物館推進課　☎25-3290

　８月 20 日、長州ファイブジュニアとして市内の中学生
５人が、７月 30 日〜 8 月 14 日の 16 日間の英国語学研
修を終え、萩博物館で報告会を行いました。
　研修中、ロンドン大学ロイヤルホローウェイカレッジで、
さまざまな国の生徒と英語レッスンや課外授業等を学んだ
ほか、ロンドン周辺の長州ファイブゆかりの地を見学しま
した。
　研修を終え、「海外に出て日本や萩の良さを改めて感じ
た」「何事も恐れず積極的に行動することが大事なことを
学んだ」「この貴重な体験を自分の将来の夢やこれからの
人生に役立てたい」など感想を述べました。

　８月７日から９日に、萩・明治維新１５０年記念事業、ま
た、鹿児島市・萩市青少年友好交流事業として、萩市の小
学生５・６年生（15 人）が友好都市である鹿児島市を訪れま
した。鹿児島市の小学生（15 人）と交流しながら、維新に関
わりがあった先人の偉業を学ぶ体験活動を行いました。
　参加した子ども達は、グループごとに計画を立て、維
新ふるさと館や大河ドラマ館等を見学し、最終日には「薩
長同盟」について学んだことを発表しました。
　萩市と鹿児島市は、平成 28 年１月に薩長同盟締結
１５０年を記念して友好交流の盟約を締結し、昨年度か
ら小学生による相互交流を行っています。
　萩市から参加した子ども達は、３日間の活動を通じ、幕末・
明治期を生きた先人の歩みや、長州と薩摩の関わりにつ
いて学ぶとともに、鹿児島の風土にふれながら、鹿児島
市の子ども達との交流を深めました。

長州ファイブジュニア英国語学研修を報告「薩長維新塾キッズ in KAGOSHIMA」報告

左から松屋海
み お ん

音、徳本ひよ理
り

、野
の ま

間夏
な つ み

実、小西志
し ほ

歩、上田響
ひ び き

希

今回で
最後です

！
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みんなでつくろう！ 萩ジオパーク構想
日本ジオパーク認定に向けた現地審査が行われました！

萩ジオパーク構想推進協議会
 　（事務局：ジオパーク推進課  21-7765）

現地審査の様子（笠山虎ヶ崎）

　最終審査にあたる現地審査が７月29 日から４日間、３
人の審査員を迎えて行われました。

今後の予定
　今回の現地審査の内容は８月 31 日開催の日本ジオパー
ク委員会の調査運営部会で報告されました。そして、９月
下旬には日本ジオパーク委員会で認定の可否について審議
されることになります。これまでの認定に向けたさまざま
な取り組みの成果が試されます。
　引き続きジオパーク活動への参加・協力をお願いします。

現地審査の様子（須佐ホルンフェルス）

各地域のガイドが大活躍
萩ジオパーク構想の大地が「３つのマグマの胎動」で

できていることを審査員に体感していただけるよう、現地
案内は地元で活動する皆さんが務めました。

弥富地域では、畳ヶ淵交流事業実行委員会が、昨年度
市が設置した案内看板や、研究者と行政機関が一緒になっ
て保全に関わったイラオ火山灰層観察施設を紹介しまし
た。弥富交流促進センターでは２年前にも審査員の前で披
露した弥富龍神太鼓の皆さんが、畳ヶ淵では地元自治会の
皆さんが審査員をお出迎えしました。

笠山では、会長である藤道市長が「ジオパークの切り
口から新たな観光を生み出し、地域を盛り上げたい」との
挨拶を行いました。椿群生林を含めた笠山の海岸部をＮＰ
Ｏ萩観光ガイド協会のガイドが案内、江戸時代の石切場跡
を見学時には、往時を振り返り、審査員に草履で溶岩の上
を歩いていただきました。また、笠山山頂では地元の人が
作った子ども向けの火山体験プログラムを行いました。
　萩三角州を一望できる田床山山頂では、３月にモニター
ツアーを行った萩ジオプランナーが、「３つのマグマの胎
動」を体感できる場所として紹介し、城下町散策では、ま
ち歩きに地球目線を加えた案内に審査員は興味関心を示さ
れました。

萩の食やジオツアーもＰＲ
　須佐地域では、団体のお客様へも対応している須佐ホル
ンフェルス（畳岩）でのガイドを須佐おもてなし協会が行
いました。お客様に伝わりやすいよう小道具を使って行う
説明も紹介しました。道の駅萩しーまーとでは、萩の大地
の魅力の一つである「食」の情報発信拠点として、道の駅
の活用を、とのアドバイスを受けました。

現地審査の様子（萩しーまーと）

阿武町・山口市との連携
　昨年度から新たに協議会に加わった阿武町、山口市（阿
東地域）にも審査で訪れました。阿武町ではモドロ岬など
のジオサイトを新たな体験型観光の素材の一つとして活用
していきたいとの思いを伝え、山口市も「ジオパークが阿
東地域全体での活動となるよう、まずは長門峡から地域住
民が中心となって取組を進めていく」と説明されました。
今後、両地域とも萩と一体となったジオパーク活動を進め
ていきます。

現地審査の様子（イラオ火山灰層観察施設）
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「日本版DMO」に（一社）萩市観光協会
が登録されました！

萩市観光協会は、平成 28 年７月に日本版 DMO 候補法人に登録され
ましたが、この度、新たに「日本版 DMO」として観光庁に登録されました。

日本版 DMO とは、観光地域づくりの舵取り役を担う法人です。
市町村をマーケティングエリアとした地域 DMO としては、中国地方

で初の登録となります。
　今回の登録を追い風に、地域の皆さんと共に萩版 DMO 事業の推進に
取り組んでいきます。

第１回 萩版DMO部会 ９月 21 日㊎ 13:30 ～ 17:00
松陰神社立志殿

◆基調講演①「観光町づくり・組織×人材×市場開拓」
イデアパートナーズ（株）　代表取締役　井

い で
手修

お さ む
身

◆基調講演②「萩市を変える情報発信力強化と対策」
（株）バリュー・クリエーション・サービス

　代表取締役　佐藤真
しんいち

一
無料（先着 100 人）　　 萩市観光協会へ電話申込 申込・問い合わせ 萩市観光協会　☎25-1750

◆第１回ワークショップ「萩の観光資源の情報発信について」
※計４回開催予定
（株）バリュー・クリエーション・サービス　代表取締役　佐藤真

しんいち
一

無料（先着30人）
９月14日㊎までに萩市観光協会へ電話申込

第１部 13:30 ～ 15:10 第２部 15:30 ～ 17:00

　近年増加しているインバウンド観光客の受け入れに不可欠な、クレジット決済や公衆無線 LAN（Wi-Fi）など、観光事業者
によるインフラ環境の整備の必要性について、中国運輸局観光部ほか各分野から状況を説明するセミナーを開催します。

萩のインバウンドを考えよう！
開催 申込・問い合わせ

商工振興課　☎25-3108

■と　き　９月 25 日㊋　13:30 〜 15:30
■ところ　サンライフ萩
■内容（予定）
　▽インバウンドを中心とした中国地方の観光の現状と
　　中国運輸局の取組み
　▽訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策・旅行環境
　　整備事業（消費拡大）
　▽キャッシュレス社会に向けた最新動向について
　▽観光客増加による地域経済の活性化
　▽萩市中小企業等拡大補助金等の紹介など

　

　市内事業所の人材確保と雇用機会の拡大を図るため、平成 32 年新規学卒者（大学・高校）等を対
象とした合同企業説明会を平成 31 年３月に開催します。
　「売り手市場」の傾向が続くなど、人材確保が厳しい状況が続いています。
　合同企業説明会に参加して自社を PR し、萩に残って活躍する優秀な人材の確保を目指しませんか。

合 同 企 業 説 明 会

■と　き　平成31年３月22日㊎　13:15〜16:00（予定）
■ところ　市民館小ホールほか
■対　象　市内事業所
■申　込　９月末までに商工振興課備え付けの申込書を提出
　　　　　※萩市ホームページからもダウンロード可

問い合わせ

商工振興課　☎25-3108

募集

「訪日外国人旅行者」受入環境整備セミナー

■対象　市内で事業を営む方
■定員　100 人程度
■参加料　無料
■申込方法
　９月 18 日㊋までに商工振興課へ電話　　
　※空席があれば、当日参加も可

「インバウンド」とは…
外国人の訪日旅行のこと。また、訪日旅行客の
こと。元々は「外から中に入り込む」という意味。

★企業情報はガイドブックに
利用し、参加者に配布します。

「萩まちじゅう博物館 WAON」
ご寄付をいただきました！

　８月 21 日、マックスバリュ西日本（株）より、電子
マネー「萩まちじゅう博物館 W

ワ オ ン
AON」の利用金額

の一部 1,027,263 円をご寄付いただきました。

寄付受納式の様子

萩版
DMO

に参加する事業所を募集します！

？
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■とき　９月７日㊎　16:30 〜 17:00　
■ところ　アトラス萩
■内容　下水道促進の街頭ＰＲ活動
※市内各所で戸別訪問等のＰＲ活動も行います。

個人住民税は特別徴収で納めましょう

　事業所が、従業員の毎月の給与から住民税を徴収して市
に納める方法です。
　地方税法と市の条例により、給与を支払う事業者は、原
則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別
徴収（天引き）していただくことになっています。

特別徴収とは ?

課税課　☎ 25-3136

●所得税の源泉徴収の手続きとは違い、事業所（給与支払
者）の税額計算は不要です（税額計算は市が行います）。
●毎年５月に、市から事業者に確定した税額を記入した納
付書と通知書を送ります。個人ごとに月割りした税額を通
知しますので、毎月の給与から天引きし、翌月 10 日まで
にまとめて納めていただきます。
●退職者等の手続きは、届出を市に提出するだけです。
●年度途中からでも特別徴収への切替は可能で、随時受け
付けています。

特別徴収の手続き

従業員の方にとっては、次のようなメリットがあります。
●金融機関や市の窓口に出向く手間が省けます。
●１年分の住民税を 12 回に分けて納めるので、普通徴収

（納期が年４回）に比べて１回の負担が少なくなります。

特別徴収のメリット

【事業所（給与支払者）】

　下水道整備の意義や重要性を普及、啓発するため９月
10 日を中心にさまざまな行事が全国的に展開されます。

９月 10 日は下水道の日

９月は「下水道促進月間」 下水道建設課　☎ 25-4651

◎萩市下水道促進運動

　くみ取り便所は下水道の供用開始の日から３年以内に水
洗便所に改造することが義務づけられています。浄化槽に
ついても遅滞なく下水道に切り替えなければなりません。

水洗化は３年以内に

　指定工事店以外で排水設備工事はできませんので、必ず
市の指定した工事店に申し込んでください。

水洗化は指定工事店で

・台所から残飯や油を流さない
・ 水に溶けないものは流さない
・ アルコールやガソリンを流さない

下水道を正しく使いましょう

自然環境を守り、快適な生活環境をつくるために

　「市役所から頼まれて下水道管の点検に来た」などと言っ
て訪問し、点検・清掃等の契約を勧める事例があります。
　市では皆さんから問い合わせ等がない限り、点検・清掃
を業者に依頼することはありませんのでご注意ください。

点検商法にご注意を

※平成31年度から住民税の特別徴収が義務化されます。

特別徴収による納税のしくみ
①特別徴収税額の通知 ②特別徴収税額の通知

市役所 事業所
（給与支払者）

従業員
（納税者）

③住民税の徴収
（6 月～翌年 5 月までの

毎月給与支払日）
④住民税をまとめて納入
（毎月翌日 10 日まで）

◎納入場所：市の窓口、指定金融機関、収納代理金融機関

事業主の皆さんへ
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★まちで見掛けた際には、「広報はぎ見たよ！」
と気軽にお声掛けください。

問い合わせ 地域づくり推進課　☎25-3360

萩市地域おこし協力隊
萩市では、13 人（９月１日現在）の隊員が萩市ならではの魅力を活かし、活動しています。　
任期を終えて卒業する隊員の今後の活動について、シリーズで紹介します。

■着任日　平成 27 年９月１日
■所   属　農林振興課

宮
みやざき

﨑　隆
たかひで

秀

卒 業 後 の 活 動 は ？
～ vol.２～

着任時から行ってきたことは？
　任期中、一番に取り組んできたことは「グリー
ンツーリズムの推進」です。
　具体的には、農家民泊や体験プログラムの提供・
実施を行っている「萩市ふるさとツーリズム推進
協議会」の事務局として、民泊の受入対応や営業
活動、新規受入家庭の確保など、運営にかかわる
業務全般に携わってきました。
　民泊の受入は、教育旅行が中心ですが、任期中に
訪日外国人の受入や個人旅行の受入など、新たな
受入需要の掘り起こしにも取り組んできました。
　そのほかに、萩の訪日外国人への観光サービス
向上に向けた取り組みとして、萩市内の飲食店の
メニュー翻訳サービスも実施しました。

卒業後の計画は？
　卒業後は、旅行業の開業を予定しています。既に旅行業開業の申請を終え、現在、本格的な事業開始に向け準備中です。
　事業内容としては、協力隊として取り組んできたこれまでの経験・人脈を活かし、地域資源を素材としたパッケージツアーの
販売を中心に行っていきます。民泊についても新たな受入スタイルを模索しつつ、個人旅行向けに商品展開していきたいと考え
ています。萩市ふるさとツーリズム推進協議会の事務局も引き続き行っていきます。

　「どんなことにも積極的にチャレンジする」そんな目標を密かに立てていた着任前。あれから３年。
これまでの人生で体験したことがない、協力隊としてのジェットコースターのような日々を紹介します。

地域の皆さんにひとこと
　私が行ってきた活動は、どれも地域の皆さんの
協力なしでは成し遂げられない活動でした。プラ
イベートでも、山口県に縁もゆかりもなかった私
を、我が子（あるいは孫？）のように接していた
だきました。そのなかで希薄となりつつあった人
と人との繋がりの大切さを改めて気づかせてもら
うことができました。
　これからも「積極的なチャレンジ」の初心を忘
れずに、新しいことにどんどん取り組んでいきた
いと思います。

拓殖大学総長講演会

拓殖大学「桂太郎塾」設立 10 周年

拓殖大学総長　森本 敏
さとし

先生による講演会が、８月７日、
松陰神社立志殿で開催されました。

拓殖大学「桂太郎塾」は、現代版「松下村塾」を理想に掲げ、
平成 21 年に開塾し、次世代のリーダーを育成するためのさ
まざまな活動を行っています。

今回は、「維新と人の生き方」と題して、明治維新からの
150 年を振り返りながら、森本先生自身の経験を交えた講
演が行われ、会場には、市内外から約200人が集まりました。

全国大会出場おめでとう！

［女子個人］
（萩西中２年）中村　羽

う み
海

［男子個人73㎏級］

古屋　渉
わたる

（宇部常盤中３年・椿西小卒）

［男子800m］

（萩東中２年）重
しげやま

山　弘
ひろのり

徳

開催され
ました！

■主催　拓殖大学学友会山口県支部
■共催　拓殖大学学友会、松陰神社崇敬会
■後援　萩市

明治維新 150 年記念

◀講演会の様子

（8月17日〜20日 広島県）全国中学校柔道大会

全日本中学校陸上競技選手権大会
（8月18日〜21日 岡山県）
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■商業・工業のスペシャリストを育成
　商業系の「総合ビジネス科」「情報デザイン科」では、地域
のビジネスや Web・情報等の授業を、工業系の「機械・土木
科」「電気・建築科」では、機械設計や社会基盤整備および電
気工事や住環境等に関する授業を通して、専門的な知識と技能・
技術を習得したスペシャリストを育成しています。

■抜群の進路実績
　就職希望者は全体の約７割で就職率 100％、平成 29 年度
の求人倍率は 12.4 倍（求人数は県内 334 人、県外 841 人 、
計 1,175 人）です。また、大学・専門学校への進学希望者は
全体の約３割で、進学率も 100％です。各種資格・検定の取
得や合格に向け、生徒一人ひとりの夢の実現を支援します。

市では、市内中学生の市内高校への進学率向上に向けて取り組んでいます。
この取組みの一環として、市内の高校の魅力をシリーズで紹介します。

知恵と技で夢をつかめ！

山口県立萩商工高等学校

シリーズ 魅力ある萩の高校②

☎ 22-0034
■ホームページ
　http://www.hagi-ct.
　ysn21.jp/

■盛んな部活動等
　運動部（13 部）と文化部（７部）が活躍しており、ラグビー
部は全国大会出場 21 回、少林寺拳法部は、昨年度インターハ
イにおいて個人単独演武優勝の成果をあげています。
　なお、過去５年間の出場実績は次のとおりです。
　全国大会に出場した部はラグビー、少林寺拳法、剣道、弓道、
ソフトテニス、工業研究メカトロ（マイコンカー）、情報処理、
簿記です。また、中国大会には、陸上競技（９年連続）、卓球（11
年連続）、弓道、ものづくり（木材加工）等が出場しています。
その他に、「♯SNSを活用して『萩』を元気にするには？」をテー
マとした研究で平成 29 年度第 25 回全国高等学校生徒商業研
究発表大会に出場しています。

■特色ある教育活動と地域連携
　木材加工によるスノコ、ベンチの製作・寄贈や地元企業との
商品開発、販売実習、LED プログラムによる制御作品の萩イ
ルミネフェスタへの出品、山口ゆめ花博の会場内へのあずまや
の設置等を通して、地域に貢献する活動を行っています。
　また、今年度からコミュニティ・スクールとして、インター
ンシップ、地元企業や大学・専門学校による進路ガイダンス、
地域催事の企画・運営（ビワの種飛ばし大会）などにも取り組
み、ふるさとの魅力を理解し、地域に貢献できる人材を育成す
るとともに、望ましい職業観を身につけさせ、社会で通用する
基礎的、汎用的能力を育んでいます。

問い合わせ 教育政策課　☎25-3141

～ vol.２～
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人事行政の運営等の状況報告
職員の任免と職員数の状況

※職員数は一般職に属する職員数。地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除いています。

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

事務 土木 保育士 消防 学芸
職員 医師 看護師 作業

療法士
臨床検
査技師 合計

19 1 2 2 1 7 11 1 １ 45

採用数 （H29.4.2 〜 H30.4.1） 退職数（平成29年度）

退職者 50 人

議会 総務 税務 民生 衛生 労働 農林水 商工 土木 教育 消防 病院 水道 下水道 その他 合計
平成29年 5 137 28 107 32 1 34 23 45 89 90 175 21 16 34 837
平成30年 5 145 27 105 33 1 33 31 42 79 89 176 20 15 34 835
増　減 0 8 △1 △2 1 0 △1 8 △3 △10 △1 1 △1 △1 0 △2

（単位：人）

（単位：人）

競争試験と選考の状況

（平成 29 年度）：採用試験以外に事務「１人」、市民病院・診療所の医師「７人」を選考により採用しています。選考の状況

職　種 採用
予定数

申込
者数

１次試験 ２次試験 採用
者数受験

者数
合格
者数

受験
者数

合格
者数

上級事務 8 人程度 32 26 20 19 10 8
初級事務 若干名 9 9 6 6 4 4
初級土木 若干名 2 2 1 1 1 1
社会人経験者 5 人程度 18 14 9 9 5 4
一般行政職 若干名 25 20 7 5 2 2
学芸職員 1 人 20 19 3 3 1 1
保育士 若干名 7 7 4 4 2 2
消防職員 若干名 6 5 4 4 2 2

採用試験実施状況（平成29年度） （単位：人）

職　種 採用
予定数

申込
者数

１次試験 ２次試験 採用
者数受験

者数
合格
者数

受験
者数

合格
者数

薬剤師 1 人程度 0 0 0 0 0 0
見島診療所事務 1 人 0 0 0 0
見島診療所看護師 1 人 1 1 1 1
大島診療所看護師 2 人 2 2 2 2
市民病院看護師 随時 6 6 6 6
市民病院看護師（新卒） 10 人 2 2 2 2
市民病院作業療法士 １人 2 2 1 1
市民病院臨床検査技師 １人 1 1 1 1

給与の状況

一般行政職 技能労務職
平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
335,900 円 44.3 歳 312,600 円 53.8 歳

平均給料月額および平均年齢の状況 （H30.4.1現在）
区　　分 初任給

一般行政職 大学卒 179,200 円
高校卒 147,100 円

技能労務職 高校卒 144,500 円

初任給の状況 （H30.4.1 現在）

職員数 給与費（年額） １人当たり
給与費給料 職員手当 期末・勤勉手当 計

590人 22億5,897万円 4億6,240万円 9億6,175万円 36億8,312万円 624万円

給与費の状況 （平成30年度 普通会計 予算）

歳出額（Ａ） 実質
収支額 人件費（Ｂ） 人件費率

（Ｂ/Ａ）
292億2,336万円 6億2,030万円58億6,676万円 20.1％
※人件費には職員給与に加え、退職手当、報酬等を含みます。

人件費の状況 （平成29年度 普通会計 決算）

特殊勤務手当（29 年度）
○職員全体に占める支給職員
の割合：20.8%
○支給対象職員 1 人当たり平
均支給年額：215,268 円
○代表的な手当の名称：徴収
事務手当、福祉業務手当、清掃
業務手当、消防作業手当
時間外勤務手当（29 年度）

○支給総額：1 億 5,477 万円
○職員 1 人当たり支給年額：
298,788 円

萩市 （平成30年度） 国 （平成30年度）

期末・　
勤勉手当

支給区分 期末手当 勤勉手当

同じ

割合
6 月期 1.225 月分 0.9 月分
12 月期 1.375 月分 0.9 月分

計 2.6 月分 1.8 月分
職制上の段階、職務の級等による加算措置：有

退職手当

支給区分 自己都合 早期・定年

割合
勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月

分
勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分
勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分
最高限度額 47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置：定年前早期退職特例措置 2〜45％
扶養手当 配偶者：月6,500円、子：月10,000円、父母等：月6,500円 同じ

住居手当
借家（月額）◦家賃 23,000円以下の場合：家賃−12,000円
 ◦家賃 23,000円を超える場合：（家賃−23,000円）÷2＋
11,000円（最高限度額 27,000円）

同じ

通勤手当

①交通機関利用（月額）◦運賃55,000円以下の場合実額 ◦
運賃55,000円を超える場合 55,000円＋（運賃−55,000円）
÷2
②交通用具（自家用車等）利用（月額）:距離（2㎞以上） に応じ
2,000円〜50,000円を支給

①交通機関利用（月額）: 実額
（支給限度額 55,000 円）
②交通用具（自家用車等）利用

（月額）: 距離（２㎞以上）に応じ
2,000 円〜 31,600 円を支給

手当の状況 （H30.4.1 現在）

人事評価の状況 全職員を対象に能力評価、業績評価および地域貢献度評価を実施しています。平成 26 年度の評価結果から、
翌年度の昇給への反映を行っています。
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管理または監督の地位にあった職員は、離職後 2 年間、営利
企業等の地位に就こうとする場合、もしくは就いた場合には、
任命権者に一定の事項を届け出るものとしています。

退職管理の状況

人事行政の運営等における公正性、透明性を高めるため「地方公務員法」および「萩市人事行政の運営等の状況の公
表に関する条例」に基づき、職員の任用、職員数、給与、勤務時間、その他の勤務条件などの状況について公表します。
詳細については、ホームページに掲載しています。

田万川診療所看護師　（萩市一般職非常勤職員）
■募集職種　田万川診療所看護師
■募集人数　１人
■勤務場所　田万川診療所（萩市大字下田万 1036 番地）
■必要な資格　看護師免許または准看護師免許
■雇用期間　平成 31 年３月 31 日まで（更新の可能性あ
り）
■勤務時間等　毎週火・木曜日の週２日勤務（８:30 〜
17:15）
■報酬　日額 7,400 円

■応募資格　市税等の滞納の無い方（滞納がある場合は３
か月以内の完納が見込める方）
■選考方法　書類選考・面接
■募集期間　募集人数に達するまで
■応募方法　市販の履歴書（写真貼付）に、免許の写しと
同意書（人事課備え付け。萩市ホームページからダウンロ
ード可）を添えて、郵送または持参
■申し込み　〒758-8555 萩市人事課人事係
　☎25-1239

勤務時間とその他の勤務条件の状況

年次有給休暇 1 年につき 20 日間 　4 月採用職員は 15 日間
◎取得状況：9.1 日

病気休暇 負傷や疾病のために療養する必要があり、勤務しな
いことがやむを得ないと認められる場合の休暇

特別休暇 結婚、出産、忌引など特別の事由により、勤務し
ないことが相当である場合の休暇

介護休暇
配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病や老
齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護
をするため、勤務しないことが相当であると認め
られる場合の休暇　◎取得状況：3 件

勤務時間　８：30 〜 17：15 休憩時間　12：00 〜 13：00
週休日：土曜・日曜日　
休日：国民の祝日に関する法律に規定する休日、 年末年始

勤務時間等

休暇制度 （平成29年度）

免職 休職 降任 降給 計
0 8 0 0 8

免職 停職 減給 戒告 計
0 0 0 1 1

分限と懲戒処分の状況 （平成29年度）
分限処分者 懲戒処分者

◦法令等および上司の職務上の命令に従う義務
◦信用失墜行為の禁止
◦秘密を守る義務
◦職務に専念する義務
◦政治的行為等の制限
◦争議行為等の禁止
◦営利企業等の従事制限　（許可状況：平成29年度64件）

服務の状況
地方公務員法の規定により次のような職務上の義務があります。

（単位：人）

本市の人材育成として、山口県ひとづくり財団、自治大学校
等への派遣研修を行い、職員の資質の向上に努めています。
 ◇平成29年度の研修実績：山口県ひとづくり財団 156人、自
治大学校 ３人、その他研修機関 8人、庁内研修（16回）1,436
人

研修の状況

公平委員会に係る業務の状況
◎勤務条件に関する措置の要求：該当なし　◎不利益処分に関する審査請求：該当なし

（平成29年度）

募集！

福祉および利益の保護の状況

◦市事業 ◇職員健康診断：定期健康診断、Ｂ型肝炎ウィルス検査
◇共済組合制度：人間ドック助成事業、特定健康診査、特定保健指導事業、生活習慣病検診助成事業、保養所等宿泊助成事業

◦萩市職員共済会事業　
　市事業以外に、萩市職員共済会への補助により、職員の福利厚生を目的とした事業を実施しています。

◇公費負担額
　（平成29年度）
◇公費負担により実施した福利厚生事業：萩夏まつり等地域活動参加、自己啓発助成（研修、通信教育、　
　検定等への受講料助成）、職場用救急薬品設置、職員親睦球技大会開催、文化部・運動部助成等

公費負担額 会員 1人当たりの公費負担額 公費負担率
480 万円 5,412 円 32.7％

福利厚生制度に関する状況

加入団体 災害件数 災害の内容
地方公務員災害補償基金山口県支部 10 件 打撲、針刺し、捻挫等

公務災害の認定状況 （平成29年度）

（平成29年度）

育児休業
3 歳に満たない子を養育するため、3 歳に達する
日まで育児休業することができる。
◎取得状況：18 件

修学部分休業 公務に関する能力の向上に資する修学のための部
分休業

高齢者部分休業 定年退職前の現役離職準備のための部分休業

自己啓発等休業 公務に関する能力の向上に資する修学または国際
貢献活動を行うための休業

配偶者同行休業 外国で勤務をする配偶者と生活を共にするための休業

休業の状況

人事課　☎ 25-1239
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■調査対象　234 調査単位区
■調査員　102 人
※詳細は、市ホームページに掲載。
■調査方法　９月上旬〜 10 月中旬、
調査員が調査書類の配布や取集、調査
区内の建物の確認を行います。
▽国が指定した方法により抽出された

人権擁護委員の紹介（再任）
　萩市の人権擁護委員として、７月１
日付で法務大臣から次の方が委嘱され
ました。家庭内のもめごと、不当な差
別・要求、人権に関わる相談、近隣間
での困りごとなど、お気軽にご相談く
ださい。
○竹

た け も と
本　昇

のぼる
　旭地域（再任）

福祉政策課　☎ 25-3634

家屋調査にご協力を
　平成 30 年中に家屋を新築、増築
または解体された場合には、調査が
必要となりますのでご連絡ください。
また、未登記の家屋を売買や相続等
をされた場合にも届出が必要です。
　固定資産税は、賦課期日（毎年１月
１日）現在の状況により課税されます。
　賦課期日後に売買された場合や、家
屋を解体した場合でも、賦課期日にお
ける所有者に対して、年税額の全額が
課税されます。

課税課　☎25-3485

住宅・土地統計調査にご協力を
　10 月 1 日現在で住宅・土地統計調
査を実施します。これは、国民の住宅
や土地等に関する実態や世帯の状況を
調査し、現状と推移を明らかにするこ
とにより、住み良い土地活用や住環境
施策に役立てる国の重要な調査ですの
で、ご協力をお願いします。

情報案内板 ※ の記載がないものは参加無料
講師
場所

演題
内容日時

対象
参加料
持参品 問い合わせ

申し込み定員
締切

お知らせ

世帯へ、９月中旬からインターネット
回答書類を配布
▽一定期間後、インターネット未回答
の世帯を訪問し、紙の調査票と郵送提
出用封筒を配布
▽未回答の世帯を訪問し調査票を回収
※調査票に記入漏れ等があった場合
は、審査時に各世帯へ問合せを行う場
合があります。
■便利で簡単なインターネット回答を
ぜひご利用ください！
　期間中いつでも回答でき、データは

○不用品活用銀行
■おゆずりします　水遊び用すべり
台、マットレス、和風ペンダントライ
ト、クリスマスツリー、ポータブルト
イレ、東中男子制服 ( 冬用 )、有田焼、
介護用電動式ベッド、ベビーカー、ベ
ビーバス、チャイルドシート、原付バ
イク、タイヤ、タイヤ付きホイール
■おゆずりください　キーボード ( 電
子ピアノ )、英検 3 級の教本・問題集、

西中男子制服
◆登録は３カ月間。登録者と直接交渉
していただきます。希望者は、エコプ
ラザ ･ 萩へご連絡ください。成立した
場合や登録を取り消される場合もご連
絡ください。
◎リサイクル講座
○布スリッパ講座

10 月 14 日㊐　10:00 〜 15:00
布でスリッパを作る
10 人程度
100 円（材料費別）

※参加受付は９月３日の 9:00 〜。
詳しくはエコプラザ・萩までお尋ねく
ださい。
■休館日　毎週水曜日
　　　　　毎月第２木曜日
◎犬猫譲渡会

９月 23 日㊐　11:00 〜 14:00
※毎月第４日曜日開催。

エコプラザ・萩
わんにゃんＨＡＧＩ

　☎ 090-1352-0038
　猫の預かり先募集中！

エコプラザ・萩情報
☎︎２４- ５３００

厳重に保護されるた
め安心です。
　回答内容は、国へ
直接送られるため、
市や指導員からの問
合せもありません。

企画政策課　☎ 25-3690

指定給水装置工事事業者の廃止
　次の指定工事事業者が廃止になりま
した。
○有限会社  金子設備
○大栄建設  株式会社  須佐営業所　　　
　水道工事等を行う時は、必ず市の指
定業者へ申し込んでください。

水道工務課　☎ 25-2398

救急車の適正利用にご協力を
　９月９日の救急の日にちなみ、９月
９日〜 15 日は「救急医療週間」となっ
ています。
　昨年の萩市消防本部の救急出動件数
は、3,003 件（１日平均約８件）で、
搬送された方の約 33％は、入院を必
要としない軽症の方です。
　緊急性がないのに救急車を要請する
と、本当に必要とする方への救急車の
到着が遅れ、救える命が救えなくなる
可能性があります。
　緊急性がなく、自分で医療機関へ行
ける場合は、自家用車やタクシー等を
利用してください。尊い命を救うため、
救急車の適正な利用をお願いします。
▽不適切な事例
・タクシーを呼ぶとお金がかかる。
・今日入院するから救急車を呼ぶ。
・救急車で病院へ行ったほうが早く診
てもらえる。
▽次のような場合はた
めらわずに１１９番通報
・呼びかけても返
事がない。
・意識がもうろうとしている。
・けいれんをおこしている。
・食べ物等を喉に詰まらせた。
・けがをして血が止まらない。
・交通事故や水の事故。
・突然、ろれつがまわらなくなり、腕
や足に力が入らなくなる。
・いつもと様子がおかしい。

消防本部警防課　☎ 25-2784
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　納期限までに忘れずに納めましょう
◦国民健康保険料
◦介護保険料
◦後期高齢者医療保険料
※今年度より、コンビニエンスストア
でも納付する事ができます。
※便利で確実な口座振替をぜひご利用
ください。
■納期限　10 月１日㊊

収納課　☎ 25-3575

今月の納期のお知らせ

　来春小学校に入学するお子さんの健康診断を行います。該当する家庭には通知書を配付します。
　転居された方や市内へ転入された方などで、実施日の 10 日前までに通知書が届かない場合は、お問い合
わせください。

学校名 予定数 実施日 実施時間
明倫小学校 104 10月31日㊌ 13：00〜
椿東小学校 68 11月14日㊌ 13：00〜
越ケ浜小学校 12 10月15日㊊ 13：00〜
椿西小学校 41 11月8日㊍ 13：00〜
白水小学校 17 11月8日㊍ 13：30〜
三見小学校 4 白水小学校で実施
大井小学校 3 越ケ浜小学校で実施
大島小学校 3 11月29日㊍ 13：30〜
見島小学校 5 10月24日㊌ 13：10〜

学校名 予定数 実施日 実施時間
川上小学校 6 10月18日㊍ 13：00〜
小川小学校 3 多磨小学校で実施
多磨小学校 9 10月11日㊍ 13：15〜
むつみ小学校 4 10月12日㊎ 13：10〜
育英小学校 5 10月18日㊍ 13：50〜
弥富小学校 1 育英小学校で実施
明木小学校 3 11月1日㊍ 13：40〜
佐々並小学校 3 明木小学校で実施
福栄小学校 7 11月8日㊍ 13：20〜

学校教育課　☎ 25-3564、教育委員会各地域事務所

萩税務署からのお知らせ
○消費税の軽減税率説明会
　事業者の方を対象にした軽減税率制
度に関する説明会を開催します。

9 月 12 日㊌　15:00 〜 15:30
市民館小ホール
萩税務署（☎ 22-0900、音声ガイ

ダンスに従って案内番号 2 を選択し
てください）

新しい民生委員・児童委員
　担当者が不在であった地区の民生
委員・児童委員が決まりました。
〇篠

し の は ら
原　初

は つ え
枝　江向２区

〇松村　郁
い く こ

子　無田ヶ原の２
〇三

み し ま
島　敬

け い し
史　新川東・西

■任期　平成 31 年 11 月まで
福祉政策課　☎ 25-3550　　　　　

ふるさと寄付
　7 月 1 日〜 31 日で、255 件 53
6 万 200 円の寄付がありました。
ありがとうございました。

（平成 30 年度累計 528 件、1,118
万 6,200 円）

寄付
○萩ラグビーフットボール協会か
ら現金５万円

世界遺産清掃活動
　世界遺産「明治日本の産業革命遺産」
の構成要素である萩城跡の清掃活動を
行います。清掃後には、萩城跡につい
ての解説も行われます。多くの市民の
皆さんの参加をお願いします。

９月 17 日㊊㊗　10:00 集合・開
始（作業は１時間程度）
※雨天中止（中止の場合は、萩市防災
メールでお知らせします。）
■駐車場・集合場所　指月第一駐車場

萩城跡
※ゴミ袋、軍手等は主催者が準備。
■主催　萩市世界遺産活用推進協議会

９月 10 日までに、文化財保護課へ
☎ 25-3299

日 開 議 日　程
４日㊋ 10：00 会期の決定、諸報告、議案上程
７日㊎ 10：00 議案質疑、委員会付託
10日㊊、11日㊋、
12日㊌ 10：00 一般質問

18日㊋、19日㊌、
20日㊍、21日㊎ 10：00 各常任委員会

28日㊎ 10：00 委員長報告、質疑・討論・表決

◆一般質問の放送日程　萩ケーブルネットワーク、萩市総合情報施設
（農村型ケーブルテレビ）で生中継（122ch）（一部変更となる場合があ
ります）。エフエム萩（77.5MHz）で生中継。

市 議 会 ９ 月 定 例 会
９月４日㊋～28日㊎　　　 萩市議会議場

※議会は傍聴することができます。日程は変更になることがあります。
議会事務局　☎ 25-3144

右の QR コードを読み込んで無料アプリ
「マチイロ」をダウンロードしてください。

「広報 はぎ」をスマートフォンへ配信中！

前回の様子（恵美須ヶ鼻造船所跡）
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萩城下町マラソンのボランティア
　萩城下町マラソンは、たくさんの市
民ボランティアの協力によって支えら
れています。第 19 回大会もランナー
をサポートしていただける方を募集し
ています。

12 月 16 日㊐
萩ウェルネスパーク（メイン会場）、

コース沿道、駐車場
記録証発行、給水、コース（沿道）

の整理、駐車場整理等
■申込資格　15 歳以上の方（ただし、

中学生を除く。）
■申込条件
・11 月下旬開催予定の事前説明会に
参加できる方
・長時間にわたり立ったまま行う活動
について、健康上支障がない方
・事前説明会、大会当日の報酬・交通
費の支給はありません。

市民体育館に備え付けの申込書（萩
市ホームページからダウンロード可）
に必要事項を記入のうえ提出

９月 30 日㊐まで
スポーツ振興課　☎ 25-7311

行事名 とき ところ
須佐・田万川地域
交通安全キャンペーン

9月20日㊍
10:00〜11:00 旧須佐・田万川町境付近

交通安全自動車パレード 21日㊎
9:00〜11:30

【萩・川上・むつみ・旭・福栄地域】
市民体育館での出発式の後、3つ
のコースに分かれてパレード

【須佐・田万川地域】
江崎幹部交番を出発しパレード

安全運転管理者青年会議
キャンペーン

21日㊎
18:00〜19:00 アトラス萩店周辺

シルバー安全運転コンテスト 22日㊏
9:00〜12:00 萩自動車学校

ボーイ・ガールスカウト
交通安全キャンペーン

24日㊊
9:30〜10:30 道の駅「萩往還」萩地域側駐車場

福栄地域交通安全キャン
ペーン「マスコット作戦」

25日㊋
7:00〜8:00 ＪＡあぶらんど萩福川支所前

シニア交通教室 25日㊋
14:00〜15:30 江崎コミュニティセンター

むつみ地域交通安全
キャンペーン

26日㊌
7:00〜7:40 吉部下鍛

か じ や
冶屋交差点

やまびこキャンペーン 27日㊍
7:25〜8:00 むつみB＆G海洋センター前

川上地域交通安全キャン
ペーン「マスコット作戦」

27日㊍
13:00〜14:00 川上京

きょうどこ
床バス停付近

旭地域交通安全キャンペ
ーン「マスコット作戦」

28日㊎
10:00〜11:00 小

こ ぎ わ ら
木原道路公園

萩交通安全協会婦人部に
よるキャンペーン

28日㊎
14:00〜15:00 明木菅

すげふた
蓋（国道262号）

　期間中、学校や職場などをあげての
交通事故撲滅を目指す各種行事が開催
されます。交通ルールとマナーを守り、
交通安全に心がけましょう。
■運動の重点目標
◦子どもと高齢者の安全な通行の確保
と高齢運転者の交通事故防止
◦夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗
用中の交通事故防止

◦すべての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
◦飲酒運転の根絶
◦反射材・ハイビームの活用促進（県
重点）
◦スピードダウンの推進（県重点）
※９月 30 日は「交通事故死ゼロを目
指す日」です。

市民活動推進課　☎ 25-3601

9 月 21 日～ 30 日 秋の全国交通安全運動
「住みよい山口　いつも心に　交通安全」

募　集 萩ふるさとまつり「のど自慢大
会」出場者

11 月 10 日㊏
市民館大ホール

※音源は通信カラオケで、ＴＶモニ
ターを使用。
○ジュニアの部（10:30 〜 12:00）

３歳以上、18 歳未満の市内在住、
通学している方（高校生以下の方）

15 人（組）
○一般の部（13:30 〜 16:00）

18 歳以上の市内在住、通勤してい
る方（高校生は不可）

25 人（組）
※いずれも、グループでの参加も可。
応募多数の場合は抽選。
■表彰　最優秀賞、優秀賞、審査員特
別賞に賞状と副賞

10 月５日までに、ハガキに住所、
氏名、年齢、連絡先と曲目、歌手名
を記入し、〒 758-0041 萩市江向
495-4　萩市教育委員会文化・生涯
学習課内萩ふるさとまつり「のど自慢
大会」事務局　☎ 25-3511 へ郵送

ＪＡあぶらんど萩ウォーキン
グ大会
　健康寿命を延ばすことを目的とした
ウォーキング大会で、今回は、萩ジオ
パークで注目される笠山周辺のコース
を歩きます。

10 月 27 日㊏　9:30 〜
マリーナ萩イベント広場（スタート・

ゴール）
1,000 円（６歳以下無料）
ＪＡあぶらんど萩企画情報課

☎ 22-3760

山口県健康福祉祭 ラージボー
ル卓球萩大会参加者

10 月 8 日㊊㊗　9:00 〜
市民体育館
シングルス 1 人 1,000 円　ダブル

ス 1 組 1,500 円
申込書を〒 758-0011 萩市椿東

4488-10 萩市卓球協会（田中）へ郵
送

9 月 18 日（必着）
山口県卓球協会　☎ 083-927-
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親子で歩こう萩往還
「夏木原塾」参加者
　親子で萩往還を歩き、夏

なつきばら
木原交流施

設で萩往還の歴史と自然を学びます。
10月８日㊊㊗　9:00〜15:00（一

の坂ダムグラウンド駐車場集合）
小学生以上とその保護者
20 組（先着順）
600 円 / 人（昼食代、保険代含む）
９月 28 日までに、住所・氏名・

年齢・電話番号をやまぐち萩往還語
り部の会事務局へ　☎・FAX083-
920-3323、メール ya_kataribe@
yahoo.co.jp
※詳細は、ホームページ「歴史の道萩
往還」でご確認ください。

萩セミナーハウス えがおの広場
○「笑いヨガ教室」【後期】参加者
　ストレスを解消したり、身体のバラ
ンスを整える「笑いヨガ」を楽しく学
びます。

【土曜教室】10 月〜平成 31 年
３月の毎月第 1 土曜日、【日曜教室】
10 月〜平成 31 年３月の毎月第 1 日
曜日、どちらも 10:00 〜 11:30
※どちらかの教室を選んでください。
日程が変更になる場合もあります。

ヨガの呼吸法と笑いを組み合わせた
「笑いヨガ」とレクリエーション

長
ながたに

谷英
ひ で は る

治（レクリエーション・コー
ディネーター）
○「絵手紙教室」【後期】参加者
　絵手紙は、手作りのぬくもりが伝わ
ります。あなたも一緒に絵手紙を描い
てみませんか？初めての方も楽しめる
教室です。

10 月〜平成 31 年３月の毎月第３
土曜日　10:00 〜 12:00

身近な物を題材に絵や文字で表現
吉村孝

たかし
（雑工房・道楽）

【共通事項】
萩セミナーハウス（堀内）
一般
3,000 円（後期分）
各教室 20 人
萩セミナーハウス　☎ 21-7501、

FAX21-7666

最先端ロボットを活用した歩行
トレーニングに関するモデル事
業の参加者
　最先端のロボットを活用した歩行ト
レーニングの効果・検証を行う「山口
市ロボットを活用した医療、介護分野
を補完する新産業創出事業」への参加
者を募集します。
　参加者には歩行トレーニングサービ
スに関するアンケートや利用効果調査
にご協力いただきます。
　利用料金が必要となります。詳細は、
お問い合わせください。
■実施期間　平成 31 年３月 30 日ま
で

やまぐちロボサポートセンター
☎ 083-902-2220

萩時代まつり「萩時代パレード」
奇兵隊隊士・萩藩歴代藩主役
　萩時代まつりのメイン「萩時代パ
レード」で、奇兵隊隊士・萩藩歴代藩
主役に扮してパレードに参加される方
を募集します。

11 月 11 日㊐　9:00（集合・着
替え等）〜 15:00 頃（解散）
※パレードは 12:00 〜 14:00 頃

中央公園〜御許町〜金谷神社前（約
1.8km）
■募集人員　奇兵隊隊士 25 人程度、
萩藩歴代藩主 13 人（衣装を着用する
ため身長 155 〜 180㎝の方推奨）
※応募多数の場合は抽選。結果は、
10 月中旬までに個別に連絡します。

3,000 円（昼食代を含む）
※会場までの交通費等は参加者負担。
■申込方法　９月 30 日までに、萩市
ホームページ入力フォームから申し込
み、または観光課備え付けの申込書（市
ホームページからもダウンロード可）
を郵送、FAX、メール

〒 758-8555　萩市観光課内萩
時代まつり実行委員会事務局　☎
25-3139、FAX26-0716、メール
kankouka@city.hagi.lg.jp

萩・魚まつり 体験イベント参加者
○萩海上保安署の巡視艇「はぎなみ」
体験航海

10 月 14 日㊐　① 10:30 〜、②
11:30 〜（乗船時間は 30 分程度）
※荒天等により中止の場合があります。

萩・魚まつり会場内乗船場（県漁協
萩地方卸売市場）

各 20 人（小学生以下は保護者同伴、
応募多数の場合は抽選）
■申込方法　９月 25 日（必着）まで
に、往復ハガキに郵便番号、住所、代
表者氏名、電話番号、乗船者の氏名、
年齢、乗船時間の第１・第２希望を記
入し、郵送（萩・魚まつり　体験航海
係あて）
○魚のつかみ取り

10 月 14 日㊐　12:00 〜
萩・魚まつり会場内特設プール（県

漁協萩地方卸売市場）
300 人（小学生以下、応募多数の

場合は抽選）
■申込方法　
９月 25 日（必着）
までに、往復ハガ
キに郵便番号、住
所、保護者氏名、電話番号、参加者の
氏名、年齢を記入し、郵送（萩・魚ま
つり　魚のつかみ取り係あて）
※参加者の申し込みはハガキ１枚につ
き２人まで。
■主催　萩・魚まつり実行委員会

いずれも〒 758-8555　萩市水産
課☎ 25-4195

萩海運の船員
■募集人員　１人
■職種　相島航路「つばき２」船員（甲
板員）
■応募資格　満 18 歳以上で、相島か
ら乗船勤務できる方
■待遇　萩海運有限会社給与規定による
■選考方法　筆記試験、面接（10 月
下旬）
■採用日　平成 31 年１月１日
■申込方法　10 月 10 日までに、市
販の履歴書（写真貼付）を郵送、持
参 〒 758-0024　萩市東浜崎町
139-1　萩海運　☎ 25-2040
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1,500 円
▽児童絵画作品募集
　幼児・小学生の花の絵画作品を募集
し、全作品を展示します。
※応募者全員に参加賞あり。
申込方法　
※「花木・草花の苗の販売」は９月
21 日までに、観光課、各総合事務所
備え付けの申込用紙またはハガキに、
住所、氏名、電話番号、花木・草花の
種類、本数を記入し提出（ＦＡＸ不可）
※「各教室」は９月７日〜 29 日に、
電話でのみ受付。
※「児童絵画作品」は観光課まで持参。
■主催　萩市花と緑のまちづくり推進
協議会

〒 758-8555　萩市江向 510　萩
市観光課　☎ 25-3160

10 月 13 日㊏
▽松の剪定教室（要申込）
■時間　13:30 〜 15:30

萩往還梅林園（同園の駐車場に集合）
30 人（先着順）
軍手、植木バサミ、作業のできる服

装、脚立（持参できる方のみ）
10 月 14 日㊐
▽花木・草花の苗の販売（要申込）
■時間　10:00 〜 15:00

萩地域＝サンライフ萩、萩地域以外
＝別の日に各総合事務所から連絡
■花木の苗　ヤマボウシ、トサミズキ、
キンモクセイ、レンギョウ（各500円、
１人４本まで）
■草花の苗　ハボタン４種類（丸葉・
ちりめんの各紅白、各 70 円）、パン
ジー、ビオラ、テルスター、キンギョ

募　集

萩・花と緑のふれあい広場
10月の「萩市花と緑の月間」に合わせ、市民が花と緑にふれあえるさまざまな行事を行います。

ソウ、キンセンカ、ノースポール、デ
イジー（各 50 円）
※申し込み多数の場合、数の調整をす
ることがあります。
▽ハーバリウム教室（要申込）
　ドライフラワー等を専用のオイルに
つけた今人気のハーバリウム制作を行
います。
■時間　13:30 〜 15:30

サンライフ萩
30 人（先着順）
1,500 円

▽流木細工と苔玉アレンジ教室（要申
込）
■時間　13:30 〜 15:30

サンライフ萩
ハサミ
30 人（先着順）

【新卒者向け】萩・福祉複合施設
かがやき・市内事業所の介護職
員（正規職員）
■募集人員　５人程度
■応募資格　夜勤可能な方で次のいず
れかに該当する方
①介護福祉士取得者または取得見込の
方
②社会福祉士・精神保健福祉士取得者
または取得見込の方で介護福祉士の取
得意思のある方
③社会福祉主事取得者または取得見込
の方で介護福祉士の取得意思のある方
④理学療法士、作業療法士取得者また
は取得見込の方で介護福祉士の取得意
思のある方
※いずれの職種も、平成 31 年３月卒
業見込み、または卒業後３年以内の方。
■選考方法　書類審査、面接、小論文等

９月 30 日までに、履歴書・成績証
明書・健康診断書・卒業見込証明書を
萩市社会福祉事業団かがやきへ提出　
☎ 24-4111

聞こえにくい方、聞こえない
方のための「防災研修会」
　聞こえにくい方や聞こえない方は、
災害時どんなことに困るのでしょう
か？みんなで一緒に考えてみません
か？どなたでも参加できます。

９月 16 日㊐ 13:00 〜 16:00
福祉複合施設つばき
「もし地震や災害が起きたら」

①講演「聴覚障がい者、一人のときど
うやって命をまもる？」
②身近なもので防災グッズを作ろう
※手話・要約筆記通訳、磁気ループ席
あり

萩市障害者生活支援センターほっ
とすぺーす　☎ 24-5858、FAX24-
5511

萩博物館「星の会」特別編
○昼間の金星を探そう！

９月 21 日㊎　13:00 〜 16:30
この日の金星は、最も輝きを増して、

マイナス 4.6 等級の最大光度となり
ます。天体望遠鏡で昼間の金星を観望

します。
○追体験！江戸時代の天体観望

９月 21 日㊎　19:30 〜 21:00
今 か ら 225 年 前 の 寛 政 5 年

（1793）、望遠鏡を使って日本初の天
体観望会が行われました。復元した江
戸時代の望遠鏡で、月や金星・木星を
観望します。

【共通事項】
萩博物館天体観望室
吉田恭

きょういち
一・廣

ひろかね
兼哲

てつろう
朗（萩博物館天

文指導員）
萩博物館　☎ 25-6447

萩市子育て支援センター行事
○子育て誕生会

９月 21 日㊎ 10:30 〜 11:30
日の丸保育園
７・８・９月生まれのお子さん

の誕生会
未就園児と保護者（誕生児以外

の参加も可）
９月 14 日までに、日の丸保育園

内萩市子育て支援センター　☎ 25-
4488

県民公開講座「肝臓がんになら

講演・講座
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　健康食品と医薬品の違いについて疑
問に思うことはありませんか。セミ
ナーに参加して正しい知識を身につけ
ましょう。

10 月 30 日㊋　13:30 〜 15:30
萩博物館講座室
「知って役立つ！

薬とサプリメントの
正しい知識」

千葉一
か ず と し

敏（薬剤師）
80 人（定員になり次第締め切り）
萩市消費生活センター 

　☎ 25-0999

ないために」～血液検査と腹部
エコーを受けましょう～
　県民の健康意識を高めることを目的
に開催されます。
※講演前に、医師・薬剤師・看護師に
よる健康相談も行います。

９月 29 日㊏ 13:00 〜 15:00（講
座は 14:00 〜）

サンライフ萩 多目的ホール
※事前申込み不要。

山口県総合医療センター事務部総務
課　☎ 0835-22-4411

ＮＰＯまち博講座
　市民の皆さんに萩を再発見していた
だく市民講座を開催します。

10 月 18 日㊍　10:00 〜 11:30
萩博物館講座室
｢長州藩と会津藩｣

小
こ や ま

山良
よ し ま さ

昌（毛利博物館 元館長）
ＮＰＯ萩まちじゅう博物館　☎ 25-

3177

シルバー介護家事支援講習

10 月 10 日㊌・11 日㊍　10:00
〜 16:00

市民館
高齢者宅での掃除、買い物などの

ポイントとコミュニケーションの取り
方、高齢者の食事について ( 調理実習 )

シルバー人材センターで就業可能な
萩市在住の 60 歳以上の方

10 人（受講決定は締切後に郵送で
通知）

９月 28 日までに、山口県シルバー
人材センター連合会へ　☎083-921-
6070（「受講申込書」を送付します。）

こころの健康セミナー
　こころの健康について、正しい知
識を深めることを目的に開催します。

9 月 9 日㊐　13:30 〜 15:30
山口県総合保健会館（山口市）
「うつ病に潜む発達障害−その見立

てと支援−」
黒木俊秀（九州大学教育学部長）
山口県精神保健福祉センター

　☎ 0835-27-3480

認知症家族支援講座
～１人で悩んでいませんか？～
　認知症の方の介護に不安や戸惑いを
感じることはありませんか？認知症に
関する知識・支援方法などミニ講座や
交流会を通してみんなで学びあい分か
ち合います。

第 1 回 9 月 26 日㊌、第 2 回 10
月 24 日㊌どちらも 13:30 〜 15:30

萩市総合福祉センター
▽第 1 回「どうやって毎日お薬を

飲んでもらう？認知症の方の服薬法」
鈴木基

も と や す
泰（萩薬剤師会 さむろ薬局 薬

剤師）
▽第 2 回「こんな時どうする？認知
症の方への対応法」山中三

み つ
津子（小規

模多機能型居宅介護施設 えきまえケ
アセンター華

は な ぶ さ
房 管理者）

認知症の疑いがある方、認知症の方
を介護されているご家族等

30 人程度
実費徴収（お茶代 100 円程度）
９月 20 日までに、西地域包括支援

センターへ　☎ 25-3521

認知症カフェサミット
９月 30 日㊐ 10:00 〜 12:00
新南陽ふれあいセンター（周南市）
39 歳で認知症と診断された丹

た ん の
野

智
ともふみ

文さんの講演
どなたでも
山口県健康福祉部長寿社会課地域包

括ケア推進班　☎ 083-933-2788

9月は「認知症予防月間」です！

10 月 1 日までに、西地域包括支
援センターへ　☎ 25-3521
◎「認知症になっても安心して暮らせ
るまちをみんなでつくろう！」をテー
マに展示

9 月３日㊊〜 14 日㊎
市役所ロビー
認知症に関する展示・市民おもいや

りツリーの作成
西地域包括支援センター　☎ 25-

3521
◎世界アルツハイマーデーライトアッ
プ in 萩
　金谷神社をオレンジにライトアップ
し認知症への理解を呼びかけます。

9 月 21 日㊎　18:00 〜 19:30
金谷神社
金谷神社ライトアップ、体操、歌
認知症の人と家族の会山口県支部

☎ 083-925-3731

◎「萩市認知症ガイドブック支援編」
の配布
　認知症の方が、状態に応じた適切な
支援が受けられるよう、相談窓口や接
し方のポイントをまとめた「萩市認知
症ガイドブック支援編」を、幅広い
世代に知ってもらうため、広報はぎ 9
月号と併せて配布しました。
◎認知症予防運動教室の実施
　体の運動、頭の体操を、仲間と楽し
みながら行います。

10 月 18 日、11 月１日、11 月
15 日、11 月 22 日（全４回）いず
れも木曜日、9:30 〜 11:30

萩市総合福祉センター
健康運動指導士、地域包括支援セン

ター職員
20人程度（4回すべて参加できる方）
おおむね 65 歳以上で、医師から運

動を止められていない方

　9 月 21 日の「世界アルツハイマーデー」にちなみ、山口県では毎年 9 月を「認
知症予防月間」としています。市では、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続
けることができるよう、さまざまな取り組みを行っています。

萩市消費者セミナー
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15 人（応募多数の場合は抽選、定
員に満たない場合は随時受付）

１万 2,000 円（15 回分、別途教
材費として 2,600 円程度必要）

10 月１日までに、サンライフ萩へ　
☎ 26-1333
※中級クラス等も受講可能。詳細はサ
ンライフ萩へ。

人づくりと教育の鮎川事業哲学を学ぶ
「日産鮎川義塾　萩講演」
　日本の近代を拓いた産業人脈であ
り、萩にゆかりのある鮎川義介。日産
鮎川義塾では、元気と景気と大気を探
求する気の学問（別名 「王道學」） を
実践してます。

10 月９日㊋　13:00 〜 15:00
松陰神社立志殿
「日本の誇りと繁栄　山口県が築く

グロ−バリゼーションジャパン」
徳山暉

き じ ゅ ん
純（日産鮎川義塾 塾長）

萩市民
100 人（先着順）
萩市観光協会へ電話　☎ 25-1750

人権・行政・公証相談
９月 11 日㊋　10:00 〜 12:00
市役所本庁

■相談員　人権擁護委員、行政相談委
員、公証人

人権相談（家庭内・近隣間のもめごと、
不当な差別・要求、その他人権に関わ

相　談

暮らしに役立つ図書館講座
　土壌と健康のつながりを学びます。

９月 12 日㊌　10:30 〜 11:30
萩図書館
「あなたの畑にはまだ知られていな

い力がある」
陽

みなみ
捷
か つ ゆ き

行（北里大学名誉教授、生き
物文化誌学会 会長）

萩図書館　☎ 25-6355

外国人のための日本語講座（秋季）
　萩市や近郊に在住の外国人の方が円
滑に生活できるよう、基礎的な日本語
と日本文化を学ぶための講座です。

９月 12 日〜 11 月 28 日の毎週水
曜日、19:00 〜 21:00（全 12 回）

市民館（10/31、11/7 は萩市総
合福祉センター）

初級クラス
市民ボランティア
1,000 円（別途テキスト代）

※当日申込可
日本語クラブ萩  ☎ 090-7778-

5759

初心者の韓国語入門講座
10 月２日〜毎週火曜日　18:30

〜 19:30（全 15 回）
サンライフ萩
李
イ

文
ム ン サ ン

相（至誠館大学教授）
高校生以上

る相談）、行政相談（国の仕事や手続き、
サービスに関すること）、公証相談（遺
言書など公正証書に関すること）
※事前予約制（前日まで）。

市民活動推進課　☎ 25-3373

消費生活無料法律相談
９月 14 日㊎　10:00 〜 12:00
総合福祉センター
市内在住の方（先着４人、１人30分）

※事前予約制（当日受付可）。
萩市消費生活センター

　☎ 25-0999

無料法律相談
９月 26 日㊌　10:00 〜 15:00
市役所本庁
市内在住の方

　（先着 12 人、1 人 20 分）
※事前予約制（9/1 から受付開始）。

市民活動推進課　☎ 25-3373

結婚相談所
　独身男女の相談を受け、登録された
方同士を紹介します。

９月１日㊏、４日㊋、７日㊎、11日
㊋、14日㊎、15日㊏、18日㊋、21日
㊎、23日㊐、25日㊋、28日㊎
9:00 〜 12:00、13:00 〜 16:00

市役所第２庁舎２階
市内在住で 20 歳以上の独身者

※事前に電話で相談日を予約。
結婚相談所　☎ 25-3421

萩広域はばたき教育相談会
　子育てに関するお悩みについての相
談会です。

10 月 18 日㊍　9:00 〜 17:00
市民館
子どもの学習や進路・就労について

気になることがある保護者や療育・教
育で特別な支援を必要とする子どもの
保護者（子どもの同席可）
※申込用紙は、小・中学校、保育園、
幼稚園等を通じて各家庭に配付。

９月 25 日までに、学校教育課へ　
☎ 25-3562

司法書士無料成年後見相談会
９月３日㊊〜 28 日㊎の平日で、相

講演・講座

萩の語り部   歴史講座

とき ところ 語り部 タイトル

９月 29 日㊏
13:30 〜

渡辺蒿蔵旧宅（江向）
番
ば ん や

屋 洋
ひろし

久坂玄瑞の生涯と禁門の変

14:30 〜 山根 和
か ず と

人 松下村塾の塾生達について

９月 30 日㊐
13:30 〜 平安古かいまがり交

流館（平安古町）
三浦 忠

ただひろ
廣 髙杉晋作の死生観

14:30〜 末永 光
みつまさ

正 鹿鳴館を造った男
井上馨−青春編−

　「萩の語り部」とは、萩ものしり博士
のうち所定の講座を修了し、萩の豊かな
歴史、文化、自然などについて、「情熱」

「志」を持って物語（ストーリー）とし
て語ることができる人たちです。

　萩の魅力や歴史物語をわかりやすくお
話しします。
※申込不要。
■主催　ＮＰＯ萩観光ガイド協会、平安
古町内会　

※萩の食材を使ったキッチンカーによるランチ営業（11:00 〜 16:00）もあります。

まちじゅう博物館推進課
☎ 25-3290　問い合わせ
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談者が希望する日時
■申込方法　氏名・住所・電話番号・
相談内容・希望する日時と場所を電話、
FAX または郵送

〒 753-0048　山口市駅通り二丁
目 9 番 15 号リーガルサポート山口　
相談予約係　☎ 083-924-5220、Ｆ
ＡＸ 083-921-0475

高齢者・障がい者のための弁護
士電話法律相談

9 月 11 日・25 日、10 月 9 日・
23 日、11 月 13・27 日いずれも火
曜日 10:00 〜 12:00

消費者被害、遺言・相続、成年後見、
財産管理、介護、虐待など
■相談受付電話　☎ 083-920-8730

山口県弁護士会　☎ 083-922-
0087

若者のための就労支援
○個別職業相談

９月20日㊍、10月18日㊍11:00
〜、13:00〜、14:00〜、15:00〜

市民館
○適職診断

９ 月 26 日 ㊌、10 月 24 日 ㊌
13:00 〜、13:30 〜、14:00 〜、
14:30 〜、15:00 〜、15:30 〜

ハローワーク萩
39 歳以下の方で就職活動中の方
ほうふ若者サポートステーション

☎ 0835-28-3808

萩市民秋季ソフトボール大会
10 月 14 日㊐　9:00 〜
萩スポーツ広場
市内在住の社会人 ( 大学生可 )

■チーム編成　原則として行政区単
位。ただし、チーム編成が困難な場合
は隣接行政区と混成出場可（女性チー
ムは、行政区を超えたクラブ・サーク
ルでの参加も可）。

［１部］年齢制限なし

スポーツ

■工事期間　９月下旬〜平成 31 年２
月下旬（予定）8:30 〜 17:00（夜間、
工事休止日は開放）
■規制内容　車両片側交互通行

■工事期間　９月上旬〜２月下旬（予
定）8:30 〜 17:00（夜間、工事休止
日は開放）
■規制内容　車両片側交互通行

下水道建設課　☎ 25-3148

■下水道工事（下田万地区）
通行規制にご協力を！

■下水道工事（椿東地区）

ツインシネマ
○万引き家族　　上映中

萩ツインシネマ　☎ 26-6705　
【24 時間上映案内】☎ 26-6706

［２部］40歳以上（女性は年齢制限なし）
９月 21 日までに、萩市ホームペー

ジ掲載の申込用紙を市民体育館に提出
スポーツ振興課　☎ 25-7311

萩吹奏楽団「サマーオレンジー
ズ」定期演奏会

９月15日㊏　14:00〜16:00（開
場 13:30）

市民館大ホール
組曲「宇宙戦艦ヤマト」「天国の島」

「女流演歌コレクション」「名探偵コナ
ンメインテーマ」ほか
※萩東中学校吹奏楽部がゲスト出演。

一般 500 円、中高生 300 円、小
学生以下無料
■プレイガイド　萩楽器店

萩吹奏楽団サマーオレンジーズ（冨
田）☎ 090-8715-2057

ほほえみ大運動会
　｢志を一つに！！チームワークが半
端ない！！｣ をスローガンに、障が
い福祉施設を利用する方や家族、関係
者が集う運動会です。

9 月 15 日㊏　10:00 〜 14:30
市民体育館（観覧自由）

■主催　ほほえみ大運動会実行委員会
なないろ（飯田）　☎ 22-9717

御船倉寄
よ せ

席
　林家きく麿

まろ
さんの落語と翁

お き な や
家和

わ す け
助さ

んの太
だいかぐら

神楽曲芸をお楽しみください。
9 月 30 日㊐　

○昼の部 14:00 〜（開場 13:30）
○夜の部 18:00 〜（開場 17:30）
※公演時間 1 時間 45 分。

国指定史跡旧萩藩御船倉（浜崎町）
1,500 円

■チケット販売所　旧山中家住宅（浜
崎町）

浜崎しっちょる会　☎ 22-0133

子育て輪づくり大運動会

10 月３日㊌　10:00 〜 12:00
市民体育館
親子ふれあい遊び
未就園児とその保護者、家族

■主催　萩市保健推進協議会
健康増進課　☎ 26-0500イベント
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慶 弔 だ よ り

人口／47,989人（前月比−60）　男／22,138人（前月比ー27） 　女／25,851人（前月比ー33）
世帯数／23,596世帯（前月比+5） 　出生／13人　死亡／73人　（平成30年7月末日）人の動き

（２年）

（１年）

（椿東）

（明木小6年）

竹下 光
みつはる

治

久保 瑞
み ず の

乃

毛
も う り

利 辰
たつのり

徳
高
た か お

尾 淳
あつひと

仁
（９月９日〜11日  福井県）［幼年の部］

（明倫小5年）武安 亮
りょうが

河

（９月17日 東京都）

全国吟詠コンクール
決勝大会

全国大会出場おめでとう！

全国大会
入賞おめでとう！

８月21日〜24日 
埼玉県

8月17日〜18日 神奈川県

第72回日本学生ゴルフ選手権競技

全国小学生陸上競技交流大会

第73回国民体育大会
（ビーチバレーボール競技）

至誠館大学ゴルフ部

【6 年女子 100m ５位（記録 13 秒 57）】
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山口ゆめ回廊
山口県央連携都市圏域となった7市町の多彩な情報を紹介します。
市内のイベントと合わせて、お出かけしませんか？

文化財×ART「音連れ」防府
　国指定史跡三田尻御茶屋旧構内（英
曇荘）を舞台に、防府市を中心に活躍
する若手芸術作家が歴史的空間を作品
で彩ります。今年のテーマは「音連れ
て」です。
とき　９月 22 日㊏〜 10 月 14 日㊐
　9:30 〜 16:30
ところ　英

えいうんそう
曇荘（防府市お茶屋町）

料金　大人300円、小中学生150円
問　防府市文化財郷土資料館
　☎ 0835-25-2237

　恒例の津和野夜神楽公演が開催！夜
の稲荷神社、幽玄な雰囲気の中で手に
汗を握る勇壮な演武をご堪能くださ
い。なお、公演当日に限定御朱印を授
与します。
とき　９月１日㊏、８日㊏、15 日㊏、
　16 日㊐、22 日㊏、23 日㊐
　20:00 〜 21:10
ところ　太鼓谷稲荷神社
料金　大人 500 円、小学生以下無料
問　津和野町観光協会
　☎ 0856-72-1771

津和野 夜神楽2018津和野 美祢
　台湾を代表するお祭り「台湾ランタ
ンナイトフェスティバル」で使用され
る大小様々なランタンが、美祢の街を
鮮やかに彩ります。台湾料理や、美祢
市の特産品を使った商品も出店されま
す。
とき　９月29日㊏　15:00〜21:00
ところ　美祢市厚狭川沿い（旧丸和〜
市役所裏駐車場）
問　美祢ランタンナイトフェスティバ
ル実行委員会　☎ 0837-53-1666

美祢ランタンナイト
フェスティバル

　チームラボ×ときわ公園によるデジ
タルアート作品。植物館がそのままデ
ジタルアート空間となり昼間とは違っ
た表情が楽しめます。
とき　８月 10 日㊎〜 11 月 4 日㊐
　19:00 〜 22:00
ところ　ときわミュージアム 世界を
旅する植物館
料金　大人 500 円、高校生以下無料
問　宇部市ときわ公園課
　☎ 0836-54-0551

宇部 世界を旅する植物と、
花と共に生きる動物たち

チームラボ 宇部市ときわ公園2018

　山口市の幕末・明治維新を楽しく、分
かりややすく学んでいただける場とし
て、また、まち歩きの新たなスポットと
して「十

じゅっぽうてい
朋亭維新館」がオープンします。

とき　９月29日㊏　12:00〜17:00
（９/30以降は9：00からから開館）
ところ　十朋亭維新館
料金　高校生以上200円、小中学生
100円
問　十朋亭維新館（９/29から）
　☎083-902-1688

山口 十朋亭維新館オープン

吉
よ し だ

田 松
しょういん

陰

至誠を貫いた松下村塾
の主宰者

萩・幕末維新
人物ものがたり

26

天保元年８月４日（西曆９月20日）が誕生日です。

第９回かがく博覧会
　市内小中学生「科学作品展」、市内
高等学校・山口東京理科大学・市内企
業による実験体験ブース、山口東京理
科大学教授によるサイエンスショーな
ど、科学を学ぶ楽しさや驚き、感動を
体験できる企画が盛りだくさんです。
とき　９月 29 日㊏、30 日㊐
　10:00 〜 17:00
ところ　おのだサンパーク
問　山陽小野田市教育総務課
　☎ 0836-82-1200

山陽小野田

　藩士杉家に生まれ、６歳で山
やまがりゅう

鹿流兵学師範の吉田家を継
ぎ、叔

お じ
父玉

た ま き
木文

ぶんのしん
之進の指導を受ける。19 歳で兵学師範と

して独立し、藩校明
めいりんかん

倫館で本格的に教授を行う。21 歳の
時に藩から諸国修業を許され、九州を皮切りに関東・東北・
関西へと全国を遊歴。24 歳の嘉

か え い
永６年（1853）浦

う ら が
賀に

来航したペリーの黒船を目撃し、翌年、下田で米国への密
航を図るが失敗、萩の野

のやまごく
山獄に投じられる。

　安
あんせい

政２年（1855）12 月、実家杉家に幽閉され、翌年
３月から近隣の子弟に講義を開始し、松

しょうかそんじゅく
下村塾を事実上主

宰。安政４年、杉家宅地内の小舎を修理して松下村塾の
塾舎とし、まもなく十畳半の部屋を増築する。２年 10 カ
月の短期間に、全人格でぶつかる指導で久

く さ か
坂玄

げんずい
瑞や高

たかすぎ
杉

晋
しんさく

作、伊
い と う

藤博
ひ ろ ぶ み

文らを育てた。
 　安政５年、幕府が朝廷に無断で日米修好通商条約に調
印したことにより幕政批判を開始。老中間

ま な べ
部詮

あきかつ
勝の暗殺計

画が発覚すると、再び野山獄に投じられた。同６年、安政
の大獄により江戸の伝

てんまちょうごく
馬町獄へ送られ、まもなく処刑され

た。杉
すぎ

民
み ん じ

治（梅
うめたろう

太郎）の弟。

【生没年】1830 年〜 1859 年（天保元〜安政 6）
【享　年】 30 歳
【誕生地】長門国萩松本村（萩市椿東）
【墓】東京都荒川区（回向院） 東京都世田谷区（松陰神社） 
萩市椿東（護国山団子岩） 下関市上新地町（桜山神社）

吉田松陰肖像
（萩博物館所蔵 狩野善信）
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1土

特別展「深海魚大行進」（～2日）/萩博物館/9:00～　
「萩城の夕」コンサート/萩城天守閣跡・内堀外堀広場/19:00～

●体育祭〔萩商工高校/9:00～〕〔萩高校/9:10～〕
●子育てアドバイス（毎週水・木・土曜日）/児童館/10:00〜
●おはなし会おひさま（毎週土曜日）/子ども図書館/14:30〜

外科
内科

萩むらた（25-9170）
みやうち（25-2500）

2日 ●体育祭〔萩光塩学院中・高/8:45～〕
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/齋藤

（08388-2-2838）

3月 ●おはなしの森（毎週月・金曜日）/子ども図書館/11:00〜 外科
内科

大藤（21-0002）
藤原（22-0781）

4火

萩市美術展特別展（～９日）/市民館小ホール/10:00～
●萩市議会９月定例会（～28日） 
●未就園児開放日「ひよこ組」/萩幼稚園/ 9:30〜
●おもちゃ図書館開館日（11日、18日、25日）/からふる/10:00〜　
●こころの相談日（要予約、第1・3火曜日）/萩市保健センター/10:00〜　
●むつみ楽しく体を動かす会/むつみ農村環境改善センター/13:30〜

外科
内科

田町（24-1234）
中坪（22-5430）

5水
●おりがみであそぼう/明木図書館/15:30〜
●城東タマちゃん体操会/城東会館/10:00〜

外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

6木
●子育て応援講座/児童館/10:30〜　●旭・川上乳幼児健診/川上保健センター/13:00〜
●椿東健康づくり教室 / 椿東小地域ふれあいセンター /13:30 〜

外科
内科

都志見（22-2811）
柳井（22-0748）

7金

●おはなし会「ぴよぴよぐみ」/須佐図書館/10:30〜
●元気もりもり体操会/須佐保健センター/9:30〜
●エアロビクス教室/小川交流センター/10:00〜
●健康づくり応援隊体操 萩だいだい体操（毎週金曜日）/中央公園/10:30〜

外科
内科
小児科

玉木（22-0030）
山本（26-0077）
いわたに（24-2100）

8土
●運動会〔三見保/9：00～〕
●卓球教室（29日）/児童館/10:00〜　　●みんなでミュージック/児童館/13:30〜

外科
内科

萩市民（25-1200）
市原（22-0184）

9日
●運動会〔萩東中/8:30～〕〔萩西中/9:00～〕〔田万川中/9:00～〕〔須佐中/9:00～〕

〔明木小・旭中/9:00～〕〔三見小中/9:00～〕
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

10月

●萩市議会９月定例会 一般質問（～12日）/議場/10:00～
●弥富ウエルネス教室/弥富公民館/9:30〜　●倉江健康教室/倉江公会堂/10:00〜　
●行政相談/川上公民館/13:30〜

外科
内科

めづき（22-2248）
全真会（22-4106）

11火

●手作りおもちゃの会「フープつくり」/からふる/10:30〜、13:00〜
●あさひ・川上合同健康運動教室/川上総合事務所/8:00〜
●萩市健康体操教室/小川交流センター/9:30〜　●人権・行政・公証相談/市役所/10:00〜　 
●行政相談/田万川総合事務所/10:00〜

外科
内科

兼田（22-1113）
中嶋（22-2206）

12水

●未就園児への園舎開放日「てんし組」/萩光塩学院幼稚園/10:00〜　
●ベビーマッサージ教室/児童館/10:00〜　
●暮らしに役立つ図書館講座「あなたの畑にはまだ知られていない力がある」/萩図書館/10:30〜　
●点字でハガキを書いてみよう/明木図書館/15:30〜　
●国際交流員の英語で読み聞かせ/子ども図書館/16:00〜　
●国際交流員と話そう！「フリートーキング with エマ」（26日）/萩図書館/17:00〜
●弥富元気クラブ/弥富公民館/9:30〜　●白水健康教室/白水会館/10:00〜

外科
内科

花宮（25-8738）
波多野（25-2788）

13木

●栄養相談日･健康相談日/萩市保健センター/13:30〜 
●こころの相談日（要予約、第2・4木曜日）/萩市保健センター/13:30〜　
●福栄楽しく体を動かす会/福栄保健センター/13:30〜　
●みんなの健康運動教室/須佐保健センター/13:30〜

外科
内科

大藤（21-0002）
中坪（22-5430）

14金

●イラスト教室（28日）/明木図書館/15:30〜　●だんすダンス！（28日）/児童館/19:00〜
●行政相談/福栄総合事務所/9:00〜　　●消費生活無料法律相談/萩総合福祉センター/10:00〜　
●人権相談/小川交流センター/10:00〜　　●行政相談/旭マルチメディアセンター/10:00〜 
●１歳６か月児・３歳児健康診査、乳幼児相談/むつみ総合事務所/13:00〜　
●三見ソナタ/三見公民館/13:30〜　

外科
内科

都志見（22-2811）
みやうち（25-2500）

15土

特別展「手塚治虫が描いた明治維新」（～10/14）/萩博物館/9:00～
特別展示「幕末・明治のはやりもの」（～10/31）/明木図書館/9:00～

●運動会〔大島小中/9:00～〕〔見島保・小中/9:00～〕
●休日健診/萩市保健センター/8:30〜

外科
内科

玉木（22-0030）
萩慈生（25-6622）

9月 情報カレンダー 夜間・休日当番医明治維新150年祭関連イベント　●イベント　●図書館・児童館　●相談・健診・保健
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16日

●運動会〔越ヶ浜小・中/8:30～〕〔むつみ保・小・中/8:30～〕〔相島小中/9:00～〕〔大井小中/9:00～〕
〔川上小・中/9:00～〕〔小川分園・小/9:00～〕〔多磨小/9:00～〕〔弥富小/9:00～〕〔福栄小中/9:00～〕
〔育英小/9:30～〕〔佐々並分園・小/9:30～〕

外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

17月 ●プラバン工作/児童館/13:30〜
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/福賀

（08388-5-0863）

18火
●絵本の読み聞かせ「ガタンゴトンの会」/からふる/11:00〜
●すくすく相談・育児学級（育児体験学習）/ 田万川保健センター/10:00〜

外科
内科

田町（24-1234）
藤原（22-0781）

19水

●元気なときにかかる医者/児童館/10:30〜　●としょかん通信をつくろう/明木図書館/15:30〜
●乳幼児相談/福栄保健センター/10:00〜　　●健康・栄養相談/萩市役所ロビー/11:00〜　
●１歳６か月児健康診査/萩市保健センター/13:00〜 

外科
内科

兼田（22-1113）
柳井（22-0748）

20木

●ピヨピヨ「おはなし会」/児童館/10:30〜
●10か月児相談/萩市保健センター/9:30〜 ●大井グットヘルス/大井公民館/9:30〜　
●行政相談/むつみコミュニティセンター/10:00〜・むつみ農村環境改善センター/13:00〜　
●１歳6か月児・３歳児健診/田万川保健センター/13:00〜　

外科
内科

めづき（22-2248）
市原（22-0184）

21金

●元気もりもり体操会/須佐保健センター/9:30〜
●エアロビクス教室/田万川保健センター/10:00〜　　●えだまめくらぶ/萩市保健センター/10:00〜　
●行政相談/須佐総合事務所/10:00〜　　●雑式町健康運動教室/雑式町市営住宅集会所/13:30〜
●今古萩タマちゃん体操会/今古萩老人憩いの家/13:30〜

外科
内科

かわかみ（21-7538）
わたぬき（25-2020）

22土 ●運動会〔須佐保/10:00～〕 外科
内科

都志見（22-2811）
中嶋（22-2206）

23日 ●運動会〔明倫小/8:30～〕〔椿西小/8:50～〕〔白水小/9:00～〕
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）

24月 ●お月見コンサート/児童館/18:30〜
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区/弥富

（08387-8-2311）

25火
●親子遊び ぽっぽの会「砂場で遊ぼう」/からふる/10:30〜　　●発達相談日/からふる/11:30〜
●３歳児健康診査/萩市保健センター/13:00〜　　●江向体操教室/江向1区公会堂/13:30〜

外科
内科

大藤（21-0002）
波多野（25-2788）

26水

●国際交流員の英国文化講座/萩図書館/10:00〜　　●「草の芽」のおはなし会/明木図書館/15:30〜
●国際交流員の英語であそぼ/子ども図書館/16:00〜
●無料法律相談 / 市役所 /10:00 〜　
●萩西中学校のお兄ちゃんとお姉ちゃんと遊ぼう / 萩西中学校 /10:00 〜
●新・健康ちょ筋教室 / 田万川体育館 /10:00 〜　

外科
内科

花宮（25-8738）
中坪（22-5430）

27木
●子育て相談/児童館/10:30〜
●５か月児相談/萩市保健センター/9:30〜　●みんなの健康運動教室/須佐保健センター/13:30〜

外科
内科

田町（24-1234）
萩慈生（25-6622）

28金
外科
内科

兼田（22-1113）
藤原（22-0781）

29土

●運動会〔山田保/9:00〜〕〔川上保/9:00〜〕〔田万川保/9:00〜〕〔あさひ保/9:00〜〕〔福川保/9:30〜〕
〔紫福保/9:30〜〕〔春日保/9:30〜〕
●チャレンジ★「ダンボールでかわいい犬をつくろう」/須佐図書館/14：00〜

外科
内科
小児科

萩むらた（25-9170）
全真会（22-4106）
いわたに（24-2100）

30日
講演会「『広辞苑』を編んだ新

しんむら
村出

いずる
とやまぐち」/萩図書館/10:00～

●運動会〔椿保/9:00～〕
外科
内科
歯科

休日急患診療センター
（26-1397）
阿北地区 / 須佐

（08387-6-2540）

夜間・休日当番医明治維新150年祭関連イベント　●イベント　●図書館・児童館　●相談・健診・保健

※月〜金曜の夜間当番は、17:00〜翌朝8:00、土曜の当番は、12:00〜翌朝8:00、日曜・
祝日の当番（休日急患診療センター）は、9:00〜16:00、17:00〜翌朝8:00、歯科は9:00
〜12:00、13:00〜15:00、阿北（萩地域以外）は、8：30〜17：30
※小児科は、7日、29日以外内科で対応します。
※日曜日・祝日の外科は休日急患診療センターで対応します。
※救急医療は急患のためのものです。

夜間・休日当番医の診療時間

■当番医が緊急やむを得ず変わった場合　消防テレホンサービス（☎ 25・7474）、
萩・阿武健康ダイヤル24で確認してください。

（受付時間19:00〜翌朝8:00）

＃８０００電話相談
小児救急医療
にかかる前に

萩・阿武
24時間年中無休・無料
☎ 0120・506・322へ

急病時の相談や、医療・健
康に関することは、



萩・竹灯路物語

萩市役所 〒758-8555 萩市大字江向５１０ ☎︎0838-25-3131 fax0838-26-545826

お出かけ情報

悠久の時を刻む萩市保存樹木 指定№ 66

「阿
あ じ お

字雄のハクモクレン」観光課　☎ 25-3160

　市では新たに 6 件の保存樹木を指定しましたのでご紹介します。
■樹種　ハクモクレン（モクレン科）　■所在地　大井本郷（個人所有）
■概略　中国原産のハクモクレン（白木蓮）は花が蓮に似ることから寺院や宮殿に植栽されて
おり、日本でもそれに習い寺院に多く植えられる。明治４年に廃寺となったこの地は、幕末に「七
卿の都落ち」の一人、澤

さわきょう
卿が身を置いたところで、ハクモクレンはそれ以前からあったものと

伝えられる。幹周 1.96 ｍ、満開の姿は見事で沖合いの大島から農作業の目安となった。

　着物ウィーク in 萩のお手伝いをしていただけるボ
ランティアスタッフを募集します。

10 月 1 日㊊〜 21 日㊐　10:00 〜 17:00（可能な日
時のみ）　

旧久保田家住宅（総合案内・着物レンタル会場）ほか萩
城城下町周辺

①着付けスタッフ、②着物コーディネートスタッフ、

③体験教室等のスタッフ、④受付スタッフ、⑤美しく
撮り隊（ボランティアカメラマン）

9 月 20 日㊍
■応募方法　萩市観光協会、観光課に備え付けの応募
用紙に必要事項をご記入のうえ、萩市観光協会へ郵送
または FAX でお申し込みください。
〒 758-0061 萩市椿 3537-3 萩市観光協会内 着物
ウィーク in 萩実行委員会まで　FAX25-2073

萩市観光協会　☎ 25-1750

ボランティアスタッフ募集

　城下町の町並みには着物がよく似合います。世界遺産に
登録された城下町のまち歩きを着物で楽しみませんか。
◆着物レンタル・着付け　10:00 〜 17:00（受付 15:00）、

「萩・竹灯路物語」開催期間は 21:00 まで（受付 19:00）
■ところ　旧久保田家住宅ほか
◆着物割引　飲食店など協賛施設で使えるお得な特典付き
パスポート（萩市観光協会、観光課、旧久保田家住宅など
で無料配布）
◆和の学び舎　和小物作りなどの体験講座
◆その他　着物フォトコンテストなど開催

着物ウィーク in 萩実行委員会（萩市観光協会）
　☎ 25-1750

着物ウィーク in萩 2018
プレミアム

10 月１日㊊～ 21 日㊐
萩城城下町ほか市内各所 　筒状の竹の中にろうそくを灯した約 4,000 本の灯

籠が、世界遺産の構成資産である萩城下町をほのかに
照らします。

竹灯籠による萩城城下町周辺のライトアップ、竹で
作った萩反射炉（高さ約２ｍ）や竹ツリーの展示、ミ
ニライブ（旧久保田家住宅）、飲食ブースやマーケッ
ト等の出店、インスタグラム投稿キャンペーン、郷土
芸能上演など
○オープニングイベント

10 月５日㊎ 18:00 〜　 香雪園（呉服町）
式典、バンブーオーケストラ演奏

■主催　萩・竹灯路物語実行委員会
観光課　☎ 25-3139

萩城城下町周辺ほか

18:00～21:0010月５日㊎～７日㊐
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市民提案型事業 「みんなの 150 年プロジェクト」
イベント開催情報！

とき

　300 年近くにおよぶセーヴル磁器の創造の
歴史を18 世紀、19 世紀、アール・ヌーヴォー
とアール・デコの20 世紀、現代と、各時期を代
表するセーヴル作品を通して紹介します。

県立萩美術館・浦上記念館　☎24-2400

開催中～９月 24 日㊊

関連イベント

Photo ⒸRMN-Grand 
Palais (Sèvres, Cité de la 
céramique)/ Martine Beck-
Coppola / distributed by 
AMF

ポプリ壺「エベール」
1757年
セーヴル陶磁都市所蔵

◆ギャラリー・ツアー
会期中の毎週㊐

　11:00〜12:00
本館２階展示室
担当学芸員による展示品解説
不要（要観覧券）

フランス宮廷の磁器

セーヴル
創造の300年

◆特別展示観覧料
一般1,200円、70歳以上・学生1,000円、18歳以下は無料

９月10日㊊は休館
9:00〜17:00（入場は16：30まで）
毎週㊎は19:00まで開館（入場は18:30まで）

萩城の夕コンサート
９月１日㊏　19:00 〜 21:00（悪天候の場合翌日）
萩城天守閣跡（指月公園内）
「萩城の夕」コンサート実行委員会事務局

　☎ 22-6545

移り変わる白虎隊のイメージ
講  演 会

　広報８月号の２ページに掲載した、市民提案型事
業の唐樋町町内会事業の日程に変更がありましたの
でお知らせします。詳細は広報 10 月号に掲載。

10 月 14 日㊐　13:30 〜 15:00
唐樋町町内会　☎ 22-0554

萩市美術展 特別展
萩市所蔵の作品展
　市に寄贈された美術品の中から、
厳選した作品を展示します。

９月４日㊋〜９日㊐
10:00 〜 18:00（最終日は 16:00）
▽オープニングセレモニー
９月４日㊋　13:30 〜

市民館小ホール

　明治維新 150 年を記念して、明治維新の礎となっ
た、萩藩永代家老益田親

ちかのぶ
施に焦点を当てます。

　益田親施は筆頭家老として、幕末の混乱する時勢の
中、藩主に代わり要職を歴任し、萩藩の窮地を救いま
した。今回の展示では、明治維新前夜の益田家の役割
と、新しい夜明けを待ち望んだ家臣たちの戦いを、資
料で表現します。

9 月 22 日㊏〜平成 31 年 3 月 31 日㊐　9:00 〜
16:30（最終入館 16:00）、休館日：月曜日、年末年始

①益田家と萩藩との関係、②益田親施（禁門の変の
後始末）、③須佐の教育（須佐育英館）、④家臣団の戦
い（東の砦四組、須佐騒動顛末など）、⑤雲

うんこく
谷派「四

季花鳥図」修復展示
大人 310 円、子ども 150 円（団体 20 人以上大人

200 円）

明治維新150年記念 須佐歴史民俗資料館「みこと館」

企画展「明治維新前夜～萩藩永代家老
益田親施と家臣たちの戦い～」

　明治維新を成し遂げたのは、必ずしも有名な志士た
ちだけではない、名も知られていない家臣たちの志と
熱い情熱により成し遂げられたのではないでしょう
か。シンポジュームでは、まだ知られていない家臣達
の熱い戦に焦点を当てます。

10月8日㊊㊗ 13:30〜16:30（資料館見学15:15〜）
須佐文化センター・須佐歴史民俗資料館「みこと館」

■講師　▽小
こ や ま

山良
よしまさ

昌（毛利博物館顧問）
　　　　▽重

し げ た
田麻

ま き
紀（慶応大学講師）

　　　　 ▽網
あ み の

野ゆかり（コーディネーター）
200 円（当日払い）
９月 28 日㊎までに、須佐地域の歴史文化を守る会

事務局（須佐公民館内）へ　☎ 08387-6-2310

関連
行事

萩・明治維新 150 年祭 市民提案型事業
テーマ「明治維新前夜 ～萩藩永代
家老益田親施と家臣たちの戦い～」
シンポジューム

萩市美術展
※表彰式・講評は、９月 30 日㊐ 11:00 〜

市民館　 【小・中学生の部】絵画、書【高校生・一般の部】
平面（日本画、洋画）、立体（彫

ちょうそ

塑、工芸）、書、写真
文化・生涯学習課　☎ 25-3511

９月 30 日㊐〜 10 月７日㊐
10:00 〜 18:00（最終日は 16:00）

企画政策課　☎ 25-3102
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　本年は、明治維新 150 年と、「マンガの神様」と称えられる
手塚治虫の生誕 90 周年とが重なります。この記念すべき年に、
手塚治虫が『陽

ひ
だまりの樹

き
』などの作品で描いた明治維新の世界

観をふりかえります。
　『陽だまりの樹』は、江戸から明治へというわが国の一大変革
期を、全力で駆け抜けた若者たちの姿を描いたものです。武士と
いう滅びゆく生き方を貫こうと東奔西走する伊

い ぶ や
武谷万

まんじろう
二郎。伝統

医学と対抗しつつ近代医学の道を切り拓くために奮闘する手
て づ か

塚
良
りょうあん

庵。対象的な二人は、激動の時代を必死で生きたのです。
　本特別展では、手塚治虫の直筆のマンガ原稿とともに、作品中に
見られるような医師の治療器具ほか、萩博物館の収蔵資料も一緒
に展示します。子供から大人まで幅広い世代が楽しめる展覧会です。

萩博物館

第 1 弾

手塚治虫が描いた明治維新

開館時間 9:00 〜 17:00（入館は 16:30 まで）
大人 510 円／高校・大学生 310 円／小・中学生 100 円観覧料

土 日

９ 1015 14

手塚るみ子さんトークショー

■とき　9 月 15 日㊏　10:30 〜 12:00
■ところ　萩博物館講座室
■参加料　無料　■定員　120 人（先着順）

娘が語る父・マンガ家「手塚治虫」

☎ 25-6447担当学芸員が展示解説します。
9月15日・29日、10月13日、
いずれも土曜日、14:00 〜。
■参加料　無料（要観覧料）

ギャラリートーク　

山口県初の手塚治虫の本格的展覧会！

『陽だまりの樹』をメインとした展示も初の開催！

明治維新 150 年記念特別展

会期中
無休

手塚良庵（手塚治虫『陽だまりの樹』から）
ⓒ手塚プロダクション

ⓒ手塚プロダクション

　萩博物館で開催する明治維新 150 年特別展
「手塚治虫が描いた明治維新」で記念コラボ商
品を限定販売します。

■販売所　萩博物館
■販売グッズ・コラボキャラクター（予定）
①鉄腕アトム×萩焼　
②ブラック・ジャック×手ぬぐい
■価格　800 円（税別）

萩・明治維新 150 年記念事業実行委員会
　（萩市企画政策課内）　☎ 25-3102

手塚キャラクター×萩にゃん コラボ商品限定販売！


